
【１番スタート】（越前岬コース）      於：福井国際カントリークラブ

組 時間 氏  名 市町名 氏  名 市町名 氏  名 市町名 氏  名 市町名

赤壁　光夫 坂井市Ａ 平林　慶士 永平寺町 杉本　哲一 鯖江市Ｂ 豊田　幸志 福井市Ａ

アカカベ　ミツオ ヒラバヤシ　ケイジ スギモト　ノリカズ トヨダ　コウシ

山越　輝彦 池田町 奥山　良信 あわら市Ａ 吉野　清治 福井市Ａ 松山　元基 敦賀市Ｂ

ヤマコシ　テルヒコ オクヤマ　ヨシノブ ヨシノ　キヨ ジ マツヤマ　モトキ

平野　義輝 あわら市Ｂ 西野　義孝 鯖江市Ｂ 堀江　潔 坂井市Ａ 吉中　和男 永平寺町

ヒラノ　ヨシテル ニシノ　ヨシタカ ホリエ　キヨシ ヨシナカ　カズオ

山本　一仁 敦賀市Ａ 市川　常三郎 坂井市Ｂ 清水　茂太 福井市Ｂ 竹内　幸雄 あわら市Ｂ

ヤマモト　カズヒト イチカワ　ツネサブロウ シミズ　シゲタ タケウチ　ユキオ

木下　茂 永平寺町 青池　信夫 敦賀市Ｂ 浜野　厳則 南越前町 三田村　信夫 越前町
キノシタ　シゲル アオイケ　ノブオ ハマノ　ヨシノリ ミタムラ　ノブオ

紺屋　照雄 越前市Ｂ 新屋　良夫 おおい町Ａ 武岡　隆之 敦賀市Ａ 飯田　保 勝山市Ｂ

コンヤ　テルオ シンヤ　ヨシオ タケオカ　タカユキ イイダ　タモツ

上倉　幸司 敦賀市Ａ 川上　和治 南越前町 水井　春吉 小浜市Ｂ 浅井　勝則 越前市Ａ

ウエクラ　コウジ カワカミ　カズハル ミズイ　ハルヨシ アサイ　カツノリ

安田　剛志 勝山市Ｂ 橋谷　正人 越前町 古谷　昌司 小浜市Ａ 大松　隆司 おおい町Ｂ

ヤスダ　ツヨシ ハシタニ　マサト フルタニ　マサシ オオマツ　タカシ

大貫　裕人 小浜市Ｂ 高野　一男 勝山市Ａ 小棹　美徳 鯖江市Ａ 山本　禎久 越前市Ｂ

オオヌキ　ヒロト タカノ　カズオ 　　　オザオ　ヨシノリ ヤマモト　ヨシヒサ

藤田　喜之 若狭町Ａ 中村　和平 おおい町Ｂ 内藤　圭介 小浜市Ａ 杉本　昌幸 南越前町

フジタ　ヨシユキ ナカムラ　カズヘイ ナイトウ　ケイスケ スギモト　アサユキ

水野　儀則 越前市Ａ 森川　政和 美浜町 竹内　賞一 勝山市Ｂ 堂前　一訓 おおい町Ａ

ミズノ　　ヨシノリ モリカワ　マサカズ タケウチ　ショウイチ ドウマエ　カズノリ

高野　浩 鯖江市Ａ 伊藤　美喜夫 福井市Ｂ 山本　和与利 池田町 原　　彦夫 若狭町Ｂ

タカノ　ヒロシ イトウ　ミキオ ヤマモト　カズヨリ ハラ　　ヒコオ

濱内　正司 おおい町Ｂ 小河　克博 小浜市Ａ 荻野　隆弘 若狭町Ａ 大塚　義文 高浜町
ハマウチ　ショウジ オガワ　カツヒロ オギノ　タカヒロ オオツカ　ヨシフミ

田中　宏治郎 鯖江市Ａ 前田　孝幸 おおい町Ａ 増田　真人 勝山市Ａ 深田　和博 大野市Ｂ
タナカ　コウシジロウ マエダ　タカユキ マスダ　マサト フカダ　カズヒロ

若杉　隆之 鯖江市Ｂ 川端　嘉明 大野市Ａ 奥山　健治 越前市Ａ 高鳥　善之 小浜市Ｂ

ワカスギ　タカユキ カワバタ　ヨシアキ オクヤマ　ケンジ タカトリ　ヨシユキ

亀井　正一 大野市Ｂ 鳥居　正晴 若狭町Ｂ 大西　義孝 越前町 斉川　清二 坂井市Ｂ

カメイ　ショウイチ トリイ　マサハル オオニシ　ヨシタカ サイカワ　セイジ

西田　修治 坂井市Ｂ 永井　博孝 高浜町 小島　考二 福井市Ｂ 金森　滋 美浜町
ニシダ　シュウジ ナガイ　ヒロタカ オジマ　コウジ カナモリ　シゲル

吉村　幸雄 若狭町Ｂ 高田　賢一 あわら市Ｂ 前田　洋治 坂井市Ａ

ヨシムラ　ユキオ タカダ　ケンイチ マエダ　ヨウジ
【備考】

1. 指定練習日は、5月24日（火）から6月13日（月）までの平日とし、福井国際カントリークラブへ申し込むこと。（0776-73-3311）
2. 福井県ゴルフ協会及び福井国際カントリークラブの服装規定を順守すること。
3. 当日の選手受付は、午前6時30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、第１組スタート時間の３０分前までとする。
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、福井国際カントリークラブ（0776-73-3311）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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'16福井県民スポーツ祭・第22回市町対抗ゴルフ大会 組合せ表
　<男子>　　平成２８年６月１６日（木）



【１０番スタート】（九頭竜コース）      於：福井国際カントリークラブ

組 時間 氏  名 市町名 氏  名 市町名 氏  名 市町名 氏  名 市町名

竹田　直樹 あわら市Ａ 玉川　勝則 坂井市Ａ 立花　利幸 永平寺町 池尾　良平 福井市Ａ

タケダ　ナオキ タマガワ　カツノリ タチバナ　トシユキ イケオ　リョウヘイ

三重　義海 鯖江市Ｂ 大森　幹夫 坂井市Ｂ 岩上　和弘 福井市Ｂ 稲葉　義夫 あわら市Ｂ

ミエ　ヨシミ オオモリ　ミキオ イワガミ　カズヒロ イナバ　ヨシオ

清水　忍 永平寺町 上田　修志 福井市Ｂ 斉藤　篤 あわら市Ａ 坂口　由紀夫 敦賀市Ａ

シミズ　シノブ ウエダ　シュウジ サイトウ　アツシ サカグチ　ユキオ

荒谷　紀幸 福井市Ａ 森　嘉正 池田町 塚田　信一 鯖江市Ｂ 岡村　美智也 あわら市Ａ

アラタニ　ノリユキ モリ　ヨシマサ ツカダ　シンイチ オカムラ　ミチヤ

山野　武 敦賀市Ｂ 山下　英治 あわら市Ｂ 堀田　孝之 大野市Ａ 中村　和明 越前町
ヤマノ　タケシ ヤマシタ　エイジ ホッタ　タカユキ ナカムラ　カズアキ

湯本　眞士 越前市Ａ 佐々木　聡 勝山市Ｂ 岩崎　人志 福井市Ａ 小林　隆紀 南越前町

ユモト　　シンジ ササキ　サトシ イワサキ　ヒトシ コバヤシ　タカノリ

濵野　美紀夫 敦賀市Ａ 小田　龍勝 大野市Ａ 泊　今朝夫 越前市Ｂ 峰田　陽造 鯖江市Ａ

ハマノ　ミキオ オダ　　タツマサ トマリ　ケサオ ミネダ　ヨウゾウ

飛永　浩志 若狭町Ａ 東野　哲也 小浜市Ｂ 金田　徳達 敦賀市Ｂ 岩田　耕和 池田町
トビナガ　ヒロシ ヒガシノ　テツヤ カネダ　トクタツ イワタ　ヤスカズ

中邑　哲造 越前市Ｂ 森下　真利 若狭町Ｂ 濱田　康夫 おおい町Ｂ 隈田　昭二 大野市Ａ

ナカムラ　テツゾウ モリシタ　マサトシ ハマダ　ヤスオ クマダ　ショウジ

毛利　賢二 勝山市Ｂ 松原　謙造 小浜市Ａ 岩崎　一郎 越前町 松宮　達郎 若狭町Ａ

モウリ　ケンジ マツバラ　ケンゾウ イワサキ　イチロウ マツミヤ　タツロウ

藤枝　睦男 鯖江市Ａ 田中　義明 おおい町Ａ 前田　明宏 勝山市Ａ 高橋　修 美浜町
フジエダ　ムツオ タナカ　ヨシアキ マエダ　アキヒロ タカハシ　オサム

浦松　修一 おおい町Ａ 多田　和明 大野市Ｂ 玉川　実 小浜市Ａ 臼井　祐二 高浜町
ウラマツ　シュウイチ タダ　カズアキ タマガワ　ミノル ウスイ　ユウジ

今西　康博 越前市Ａ 橋本　直樹 南越前町 野田　　廣 大野市Ａ 澤村　公三郎 若狭町Ｂ
イマニシ　ヤスヒロ ハシモト　ナオキ ノダ　　ヒロシ サワムラ　コウザブロウ

土井　正範 大野市Ｂ 辻　　哲雄 勝山市Ａ 浦松　秀行 おおい町Ｂ 高倉　益夫 越前市Ｂ

ドイ　マサノリ ツジ　　テツオ ウラマツ　ヒデユキ タカクラ　マスオ

佐野　純雄 高浜町 幸池　浩明 小浜市Ｂ 仲嶌　繁文 美浜町 山内　貴文 池田町
サノ　スミオ コウイケ　ヒロアキ ナカジマシゲフミ ヤマウチ　タカフミ

中村　圭希 勝山市Ａ 上野　茂 敦賀市Ｂ 高山　十聞男 坂井市Ｂ 徳山　竜一 若狭町Ａ

ナカムラ　ケイキ ウエノ　シゲル タカヤマ　　トモオ トクヤマ　リュウイチ

津田　博美 坂井市Ａ 川崎　由紀夫 あわら市Ａ 藤本　和男 高浜町 源内　和夫 大野市Ｂ

ツダ　ヒロミ カワサキ　ユキオ フジモト　カズオ ゲンナイ　カズオ

【備考】

1. 指定練習日は、5月24日（火）から6月13日（月）までの平日とし、福井国際カントリークラブへ申し込むこと。（0776-73-3311）
2. 福井県ゴルフ協会及び福井国際カントリークラブの服装規定を順守すること。
3. 当日の選手受付は、午前6時30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、第１組スタート時間の３０分前までとする。
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、福井国際カントリークラブ（0776-73-3311）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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