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竹田　直樹 あわら市Ａ 城地　弘 福井市Ｂ 橋本　勝仁 坂井市Ａ

中村　圭希 勝山市Ａ 前田　洋治 坂井市Ｂ 平林　慶士 永平寺町 高野　浩 鯖江市Ａ

相馬　富雄 鯖江市Ｂ 若森　敏清 池田町 西川　佳男 あわら市Ａ 黒田　義弘 勝山市Ｂ

吉中　和男 永平寺町 大久保　義雄 鯖江市Ｂ 増田　真人 勝山市Ａ 後藤　宏介 福井市Ｂ

小棹　美徳 鯖江市Ａ 竹内　幸雄 あわら市Ｂ 濵野　厳則 南越前町 高野　一男 勝山市Ａ

池尾　良平 福井市Ａ 竹内　賞一 勝山市Ｂ 高嶋　秀則 鯖江市Ｂ 多田　照夫 永平寺町

牧田　一来 越前市Ａ 今村　祐之 南越前町 堀田　孝之 大野市Ａ 古市　一真 鯖江市Ａ

小林　隆紀 南越前町 湯本　眞士 越前市Ａ 佐々木　聡 勝山市Ｂ 秋山　和徳 高浜町B

薮本　晃一 高浜町A 隈田　昭二 大野市Ａ 嶋田　甚一郎 おおい町Ｂ 稲葉　義夫 あわら市Ｂ

相馬　正督 越前市Ｂ 清水　茂太 福井市Ａ 内藤　亘平 小浜市Ｂ 飛永　浩志 若狭町Ａ

金森　滋 美浜町 中村　和平
おおい町Ｂ

南　勝文 坂井市Ｂ 鳥居　正晴 若狭町Ｂ

野田　栄喜 若狭町Ｂ 岩崎　人志 福井市Ｂ 大貫　裕人 小浜市Ｂ 深田　和博 大野市Ｂ

中村　都美 坂井市Ａ 松宮　和則 高浜町A 武岡　隆之 敦賀市Ｂ 堂前　一訓 おおい町Ａ

玉川　実 小浜市Ａ 山本　一仁 敦賀市Ａ 徳山　竜一 若狭町Ａ 中村　和明 越前町

堀江　潔 坂井市Ｂ 澤　直樹 若狭町Ｂ 村松　史朗 高浜町B 初馬　正基 あわら市Ａ

宮﨑　敏郎 越前町 幸池　浩明 小浜市Ａ 藤本　和男 高浜町A 佃　祐介 敦賀市Ａ

岸　新二 敦賀市Ａ 田中　義明 おおい町Ａ 森川　正和 美浜町 橋谷　正人 越前町

松井　栄一 敦賀市Ｂ 森　嘉正 池田町 三田村　信夫 越前町 荻野　隆弘 若狭町Ａ

【備考】

1. 指定練習日は、5月17日（水）から6月5日（月）までの平日とし、芦原ゴルフクラブへ申し込むこと。（0776-79-1111）

2. 福井県ゴルフ協会並びに芦原ゴルフクラブのドレスコードを順守すること。

3. 当日の選手受付は、午前6時00分から行う。

4. 申込締切後の選手変更は、１人に限り認める。ただし変更届は、6月6日の17時までとする。

5. パーティー、表彰式は競技終了後、レストランで行う。

6. 欠場者があった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。

7. 病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に福井県ゴルフ協会事務局、山口（090-2124-1468）へ連絡すること。

　　なお、競技当日は、芦原ゴルフクラブ（0776-79-1111）へ連絡すること。

8. 大会参加者及び関係者の皆様には、飲酒運転は絶対しないこと。 競技委員長：　山岸　眞
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平野　義輝 あわら市Ｂ 川端　嘉明 大野市Ｂ 飯田　太朗 池田町

宮下　忠義 南越前町 飯田　保 勝山市Ａ 赤壁　光夫 坂井市Ａ 岸上　徹 福井市Ｂ

伊藤　美喜夫 福井市Ａ 田中　藤則 大野市Ａ 増田　直人 勝山市Ｂ 立花　利幸 永平寺町

安田　剛志 勝山市Ａ 塚田　信一 鯖江市Ａ 山越　輝彦 池田町 川崎　由紀夫 あわら市Ｂ

紺屋　照雄 越前市Ａ 川上　和治 南越前町 西田　修治 坂井市Ｂ 坂井　正則 鯖江市Ａ

服部　明 鯖江市Ｂ 荒谷　紀幸 福井市Ａ 清水　忍 永平寺町 今西　康博 越前市Ａ

浅井　勝則 越前市Ａ 古家　継一 勝山市Ｂ 高山　秀樹 敦賀市Ｂ 竹内　伸一 坂井市Ａ

見附　直次 坂井市Ｂ 野間　安信 おおい町Ａ 峰田　陽造 鯖江市Ｂ 佐々木　奈雄 越前市Ｂ

臼井　祐二 高浜町A 水野　儀則 越前市Ｂ 松宮　達郎 若狭町Ａ 源内　和夫 大野市Ａ

藤田　喜之 若狭町Ａ 斉藤　篤 あわら市Ａ 宮口　道信 高浜町B 藪　裕之 越前市Ｂ

中邑　哲造 越前市Ｂ 濱田　康夫
おおい町Ｂ

酒井　秀明 大野市Ｂ 佐野　純雄 高浜町A

南　善一 大野市Ｂ 高橋　修 美浜町 澤村　公三郎 若狭町Ｂ 松原　謙造 小浜市Ｂ

南　一郎 高浜町B 古谷　昌司 小浜市Ａ 新屋　良夫 おおい町Ａ 岡村　美智也 あわら市Ｂ

横山　久雄 若狭町Ｂ 金田　徳達 敦賀市Ｂ 永井　博孝 高浜町B 山内　俊 おおい町Ｂ

平塚　一廣 敦賀市Ａ 友安　義信 大野市Ｂ 寺田　政信 越前町 山本　浩司 小浜市Ａ

荒木　和之 おおい町Ａ 濱野　美紀夫 敦賀市Ａ 奥山　良信 あわら市Ａ 仲嶌　繁文 美浜町

東野　哲也 小浜市Ｂ 吉野　清治 福井市Ａ 蔵本　順一 敦賀市Ｂ 前田　孝幸 おおい町Ｂ

津田　博美 坂井市Ａ 小田　龍勝 大野市Ａ 水井　春吉 小浜市Ａ 坪田　輝幸 福井市Ｂ

【備考】

1. 指定練習日は、5月17日（水）から6月5日（月）までの平日とし、芦原ゴルフクラブへ申し込むこと。（0776-79-1111）

2. 福井県ゴルフ協会並びに芦原ゴルフクラブのドレスコードを順守すること。

3. 当日の選手受付は、午前6時00分から行う。

4. 申込締切後の選手変更は、１人に限り認める。ただし変更届は、6月6日の17時までとする。

5. パーティー、表彰式は競技終了後、レストランで行う。

6. 欠場者があった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。

7. 病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に福井県ゴルフ協会事務局、山口（090-2124-1468）へ連絡すること。

　　なお、競技当日は、芦原ゴルフクラブ（0776-79-1111）へ連絡すること。

8. 大会参加者及び関係者の皆様には、飲酒運転は絶対しないこと。 競技委員長：　山岸　眞
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