
頼成１番スタート

組 ｽﾀｰﾄ時間 氏  名 所属 予選 氏  名 所属 予選 氏  名 所属 予選 氏  名 所属 予選

1 7:30 山下　有多加
ﾁｪﾘｰ

金沢東 82 藤井　竜二 富山 82 田村　雅英 大山 83 大竹　敬 花尾 83

2 7:38 春田　賢吾 富山 81 米山　博幸 魚津国際 81 北川　悠介 大山 82 吉田　宰治 魚津国際 82

3 7:46 市森　満 富山 80 川上　径世 魚津国際 81 堺　克也 花尾 81 森口　寿志髙 呉羽 81

4 7:54 稗苗　清志 魚津国際 80 巻端　克文 花尾 80 塚原　邦夫 トナミ 80 石橋　賢尚 高岡 80

5 8:02 山谷　琢真
JGA

ｼﾞｭﾆｱ 79 中島　誠豊 立山 79 南　弘三 氷見 79 辰　昌昭 魚津国際 79

6 8:10 野村　和裕 富山 78 稲垣　太郎 呉羽 78 久田　弘始 呉羽 79 谷口　忠紀 花尾 79

7 8:18 山中　敏靖 富山 77 高島　洋之 魚津国際 78 奥村　博之 八尾 78 山田　孝一 千羽平 78

8 8:26 林　俊樹 太閤山 77 吉田　英樹 花尾 77 川田　翔大 能登 77 田名田　嵩明
JGA

ｼﾞｭﾆｱ 77

9 8:34 松下　有希 大山 75 山田　秀樹 立山 76 横山　巽 立山 77 石黒　博行 立山 77

10 8:42 野村　昂生
JGA

ｼﾞｭﾆｱ 68 島　賢司 呉羽 74 毛利　大河 小杉 74 吉岡　哲也 氷見 75

頼成１0番スタート

組 ｽﾀｰﾄ時間 氏  名 所属 予選 氏  名 所属 予選 氏  名 所属 予選 氏  名 所属 予選

1 7:30 安田　昌則 小杉 83 高野　幹雄 立山 83 大波加　雅樹 千羽平 83 浅野　博紀 氷見 83

2 7:38 窪田　剛 花尾 83 水島　正成 呉羽 84 荒井　義則 トナミ 84 野口　大地 魚津国際 84

3 7:46 泉田　利雄 花尾 84 吉田　有作 高岡 84 山田　義裕 高岡 84 深井　秀明 立山 84

4 7:54 前田　龍人 魚津国際 84 庄田　勝 立山 84 浦嶋　竜也 朱鷺の台 84 藤田　時三 高岡 85

5 8:02 草野　智弘 立山 85 酒井　亮一 呉羽 85 山内　重樹 高岡 85 東　禎二 トナミ 85

6 8:10 水上　哲仁 高岡 85 山田　昌彦 八尾 85 藤岡　正彦 魚津国際 85 澤井　藏 立山 86

7 8:18 髙畑　剛 高岡 86 馬渡　武英 八尾 86 笠原　哲人 花尾 86 蜷川　巨人 立山 86

8 8:26 髙橋　晋介 立山 86 松本　直人 高岡 86 地山　秀治 氷見 86 松倉　高志 魚津国際 86

9 8:34 田中　光浩 立山 86 安田　義広 立山 86 広田　幸司 小杉 87 楞谷　和洋 魚津国際 87

10 8:42 広松　昭二 花尾 87 白木　英明 小杉 87 山谷　厚進 富山 87

11 8:50 八倉巻　明久 富山 87 大森　幸治 立山 87 森田　義久 小杉 87

備  考 1.欠席があった場合は、組み合わせ及びスタート時間を変更することがあります。

2.スタート時間30分前までに受付を完了し、定められたスタート時間10分前には必ずティイング

  グラウンド周辺にて待機すること。

※ハーフ終了後、ハーフスコアを係員が尋ねますのでご報告下さる様お願い致します。

高岡カントリー倶楽部予選通過者   ８０位タイ

決勝  組合せ並びにスタート時刻表  （１８Ｈ．Ｓ．）

第45回 富山県アマチュアゴルフ選手権大会

令和１年８月２４日（土）


