
【１番スタート】 　　　　

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

多田　和明 大野市Ａ 三田村　信夫 越前町 前田　洋治 坂井市Ｂ 斎藤　篤 あわら市Ａ

ただ　かずあき みたむら　のぶお まえだ　ようじ さいとう　あつし

伊藤　博和 あわら市Ｂ 飯田　保 勝山市Ａ 中村　幸造 福井市Ｂ 荻野　隆弘 若狭町Ａ

いとう　ひろかず いいだ　たもつ なかむら　こうぞう おぎの　たかひろ

武岡　隆之 敦賀市Ａ 荒木　和之 おおい町Ａ 前田　浄孝 鯖江市Ｂ 今井　徹 高浜町B
たけおか　たかゆき あらき　かずゆき まえだ　きよたか いまい　とおる

浅妻　栄治 美浜町 藤本　和男 高浜町A 花谷　知広 福井市Ａ 中村　圭希 勝山市Ｂ

あさつま　えいじ ふじもと　かずお はなや　ともひろ なかむら　けいき

小棹　美徳 鯖江市Ａ 立花　利幸 永平寺町 小田　龍勝 大野市Ｂ 大貫　裕人 小浜市
おざお　よしのり たちばな　としゆき おだ　たつかつ おおぬき　ひろと

中村　都美 坂井市Ａ 今西　康博 越前市Ｂ 山本　一仁 敦賀市Ｂ 新屋　良夫 おおい町Ａ

なかむら　つよし いまにし　やすひろ やまもと　かずひと しんや　よしお

飯田　太朗 池田町 牧田　一来 越前市Ａ 嶋田　甚一郎 おおい町Ｂ 川上　和治 南越前町

いいだ　たろう まきだ　いっき しまだ　じんいちろう かわかみ　かずはる

濱田　康夫 おおい町Ｂ 青木　秀之 坂井市Ａ 秋平　貴生 敦賀市Ａ 松宮　和則 高浜町B
はまだ　やすお あおき　ひでゆき あきひら　たかお まつみや　かずのり

平塚　一廣 敦賀市Ｂ 山下　清隆 福井市Ｂ 井口　諭 あわら市Ｂ

ひらつか　かずひろ やました　きよたか いぐち　さとし

下野　康彦 坂井市Ｂ 松宮　達郎 若狭町Ａ 今村　祐之 南越前町 紺屋　貴之 池田町
しもの　やすひこ まつみや　たつろう いまむら　ひろゆき こんや　たかゆき

加藤　昌司 永平寺町 竹田　直樹 あわら市Ａ 寺坂　隆夫 越前町 大石　和弘 福井市Ａ

かとう　しょうじ たけだ　なおき てらさか　たかお おおいし　かずひろ

堂前　一訓 おおい町Ａ 酒井　秀明 大野市Ａ 藪　裕之 越前市Ｂ 杉本　哲一 鯖江市Ｂ

どうまえ　かずのり さかい　ひであき やぶ　ひろゆき すぎもと　のりかず

増田　直人 勝山市Ｂ 井村　宏和 美浜町 塚田　信一 鯖江市Ａ 相馬　正督 越前市Ａ

ますだ　なおと いむら　ひろかず つかだ　しんいち そうま　まさとく

周藤　泰治 高浜町A 東野　哲也 小浜市 安田　剛志 勝山市Ａ 阿部　健一 大野市Ｂ

すとう　やすはる ひがしの　てつや やすだ　つよし あべ　けんいち

澤　直樹 若狭町Ｂ 高山　秀樹 敦賀市Ａ 平林　慶士 永平寺町 佐々木　聡 勝山市Ｂ

さわ　なおき たかやま　ひでき ひらばやし　けいじ ささき　さとし

荒谷　紀幸 福井市Ｂ 山本　敏雄 坂井市Ｂ 稲葉　義夫 あわら市Ａ 隈田　昭二 大野市Ａ

あらたに　のりゆき やまもと　としお いなば　よしお くまだ　しょうじ

安田　啓一 大野市Ｂ 林　美津男 あわら市Ｂ 飛永　浩志 若狭町Ａ 前田　孝幸 おおい町Ｂ

やすだ　けいいち はやし　みつお とびなが　ひろし まえだ　たかゆき

中村　和明 越前町 内田　護 鯖江市Ｂ 檜鼻　貴博 若狭町Ｂ 津田　博美 坂井市Ａ

なかむら　かずあき うちだ　まもる ひばな　たかひろ つだ　ひろみ
【備考】

1. 指定練習日は、5月14日（火）から6月3日（月）までの平日とし、フォーレスト福井ゴルフクラブへ申し込むこと。（0776-83-1118）
2. 福井県ゴルフ協会並びにフォーレスト福井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３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、和田（090-2834-2393）へ連絡すること。

なお、競技当日は、フォーレスト福井ゴルフクラブ（0776-83-1118）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：　小森　吉晴
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'19県民スポーツ祭ゴルフ競技・第25回福井県市町対抗ゴルフ大会 組合せ表

　<男子>　　令和元年６月５日（水）
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【１０番スタート】 於：フォーレスト福井ゴルフクラブ

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

峯田　陽造 鯖江市Ａ 宮下　忠義 南越前町 佐々木　奈雄 越前市Ｂ 山越　輝彦 池田町
みねた　ようぞう みやした　ただよし ささき　なお やまごし　てるひこ

東原　康一 永平寺町 浦松　秀行 おおい町Ｂ 佃　祐介 敦賀市Ｂ 鳥居　正晴 若狭町Ｂ
ひがしはら　こういち うらまつ　ひでゆき つくだ　ゆうすけ とりい　まさはる

内藤　亘平 小浜市 浅井　勝則 越前市Ａ 源内　和夫 大野市Ｂ 武田　知一 美浜町
ないとう　こうへい あさい　かつのり げんない　かずお たけだ　ともかず

濱野　美紀夫 敦賀市Ａ 竹内　賞一 勝山市Ａ 藤田　喜之 若狭町Ａ 西田　修治 坂井市Ｂ

はまの　みきお たけうち　しょういち ふじた　よしゆき にしだ　しゅうじ

山下　信一 大野市Ａ 増田　直人 福井市Ｂ 南　一郎 高浜町A 平野　義輝 あわら市Ｂ

やました　しんいち ますだ　なおと みなみ　いちろう ひらの　よしてる

高野　一男 勝山市Ｂ 福田　伸吾 鯖江市Ｂ 橋谷　正人 越前町 花沢　健一郎 福井市Ａ

たかの　かずお ふくだ　しんご はしや　まさと はなざわ　けんいちろう

高橋　勝 高浜町B 奥山　良信 あわら市Ａ 橋本　勝仁 坂井市Ａ 山口　修市 越前町
たかはし　まさる おくやま　よしのぶ はしもと　かつひと やまぐち　しゅういち

上倉　幸司 敦賀市Ｂ 森下　真利 若狭町Ｂ 川崎　由紀夫 あわら市Ａ 宇野　剛一 越前市Ａ

うえくら　こうじ もりした　まさとし かわさき　ゆきお うの　ごういち

徳山　竜一 若狭町Ａ 大橋　登 越前市Ｂ 古家　継一 勝山市Ｂ 秋山　和徳 高浜町A
とくやま　りゅういち おおはし　のぼる こが　けいいち あきやま　かずのり

濱内　正司 おおい町Ｂ 古谷　昌司 小浜市 鈴木　宏和 永平寺町 室坂　浩一 勝山市Ａ

はまうち　しょうじ ふるや　まさし すずき　ひろかず むろさか　こういち

巻田　公喜 坂井市Ｂ 青池　信夫 敦賀市Ａ 田中　義明 おおい町Ａ 森　嘉正 池田町
まきた　こうき あおいけ　のぶお たなか　よしあき もり　よしまさ

豊田　幸志 福井市Ａ 川端　嘉明 大野市Ｂ 高田　賢一 あわら市Ｂ 高野　浩 鯖江市Ａ

とよた　ひでゆき かわばた　よしあき たかだ　けんいち たかの　ひろし

杉本　昌幸 南越前町 飛田　征男 鯖江市Ａ 金森　滋 美浜町 澤田　博幸 大野市Ａ
すぎもと　まさゆき ひだ　ゆきお かなもり　しげる さわだ　ひろゆき

清水　茂太 福井市Ｂ 細見　宏幸 高浜町B 坂井　正則 鯖江市Ｂ 玉川　実 小浜市
しみず　しげた ほそみ　ひろゆき さかい　まさのり たまがわ　みのる

湯本　眞士 越前市Ａ 竹内　伸一 坂井市Ａ 戸塚　真吾 福井市Ａ 松下　重光 高浜町B
ゆもと　しんじ たけうち　しんいち とつか　しんご まつした　しげみつ

山内　貴文 池田町 臼井　剛史 高浜町A 水野　儀則 越前市Ｂ 大井　博充 若狭町Ｂ

ヤマウチ　タカフミ うすい　たけし みずの　よしのり おおい　ひろみつ

辻　哲雄 勝山市Ａ 松井　栄一 敦賀市Ｂ 小林　政男 南越前町 野間　安信 おおい町Ａ

つじ　てつお まつい　えいいち こばやし　まさお のま　やすのぶ

【備考】

1. 指定練習日は、5月14日（火）から6月3日（月）までの平日とし、フォーレスト福井ゴルフクラブへ申し込むこと。（0776-83-1118）
2. 福井県ゴルフ協会並びにフォーレスト福井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３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、和田（090-2834-2393）へ連絡すること。

なお、競技当日は、フォーレスト福井ゴルフクラブ（0776-83-1118）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：　小森　吉晴
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