
開催日：2022年10月18日(火)　参加者数：136名

開催場所：会津磐梯カントリークラブ 福島県ゴルフ連盟

OUT

組数 時間 氏　名 所　属 P/S 氏　名 所　属 P/S 氏　名 所　属 P/S 氏　名 所　属 P/S

1 7:30 岩間　　孝志 五浦庭園 261 七海　　力夫 矢吹 261 菊池　　新平 サラブレッド 262 棚木　　孝人 ローレルバレイ 262

2 7:39 佐藤　　和巳 塩屋崎 259 鈴木　　健一 小名浜 259 田部　　周平 会津磐梯 259 渡部　　森一 会津磐梯 259

3 7:48 赤須　　哲也 五浦庭園 258 秋元　　英雄 五浦庭園 258 佐藤　　長寿 郡山 258 小針　　恭一 ローレルバレイ 259

4 7:57 稲村　　敏明 安達太良 254 斉藤　　真人 メローウッド 255 上野　　伸一 会津磐梯 256 白岩　　文伸 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 256

5 8:06 丹野　　　聡 安達太良 0.5 神田　　良則 会津磐梯 250 日下　龍一郎 五浦庭園 251 内海 　信吾 サラブレッド 252

6 8:15 平川　　和秀 棚倉田舎 0.5 今井　　　佳 会津磐梯 0.5 菊池　　耕己 ローレルバレイ 0.5 加藤　　　隆 安達太良 0.5

7 8:24 松山　　真一 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 2.9 池澤　　　健 五浦庭園 1.9 荒木　　隆光 パーシモン 1.9 鹿目　　哲也 ローレルバレイ 0.5

8 8:33 鈴木　　　修 ローレルバレイ 8.5 西　　　義明 サラブレッド 6.9 橋本　　光博 塩屋崎 5.0 香西　　　弘 大玉 2.9

9 8:42 岡部　　和哉 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 11.0 橋本　　高光 棚倉田舎 9.5 大内　　芳弘 大玉 8.5 羽田　　一則 ローレルバレイ 8.5

10 8:51 白坂　　　賢 サラブレッド 14.5 熊田　　俊彦 郡山熱海 13.5 宗形　　道夫 安達太良 12.5 菅野　　将之 パーシモン 12.5

11 9:00 大森　　政樹 大玉 16.5 澁谷　　健夫 郡山 15.5 愛川　　和之 五浦庭園 15.5 飯土井　祐一 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ那須白河 15.5

12 9:09 磯部　　康弘 ローレルバレイ 18.4 平栗　　秀幸 安達太良 18.4 大寺　　　誠 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 16.5 荒川　　正裕 郡山熱海 16.5

13 9:18 小倉　　晃知 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 21.0 野崎　　聖司 矢吹 21.0 岡田　　幸夫 郡山熱海 20.5 佐藤　　七海 安達太良 19.5

14 9:27 三津間　　茂 郡山 24.4 草野　　翔太 サラブレッド 23.5 熊谷　　勝也 五浦庭園 22.5 大平　　康弘 ローレルバレイ 22.5

15 9:36 高野　　　聡 矢吹 36.0 藤島　　良彦 矢吹 35.5 渡辺　　　健 郡山 33.0 藤村　　紀考 郡山 29.5

16 9:45 吉田　　隆行 小名浜 47.5 安部　　和敏 五浦庭園 42.0 中山　　和成 五浦庭園 39.5 有賀　　喜彦 ローレルバレイ 38.5

17 9:54 遠藤　　　孝 郡山 69.5 久保木　典美 棚倉田舎 61.0 伊藤　　　努 郡山熱海 59.5 遠藤　　秀伸 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ那須白河 52.5

IN

組数 時間 氏　名 所　属 P/S 氏　名 所　属 P/S 氏　名 所　属 P/S 氏　名 所　属 P/S

18 7:30 岩谷　実智雄 安達太良 263 斧田　　輝明 ローレルバレイ 263 鈴木　　陽介 福島・民報 263 根本　　裕一 棚倉田舎 264

19 7:39 半田　　昭広 棚倉田舎 264 吉田　　一夫 塩屋崎 265 大堀　　浩志 ローレルバレイ 266 嶋﨑　　　賢 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ那須白河 266

20 7:48 青木　　仁三 サラブレッド 267 小林　　琢八 郡山 267 本田　　心平 安達太良 267 佐藤　　文夫 棚倉田舎 269

21 7:57 仁平　　祐一 白河高原 269 加藤　　　忍 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ那須白河 271 穂積　　　栄 棚倉田舎 271 佐藤　　浩二 サラブレッド 272

22 8:06 佐久間　和弘 大玉 273 須藤　　厚志 矢吹 274 角田　　　剛 会津磐梯 276 髙野　　知典 安達太良 279

23 8:15 小針　　卓也 五浦庭園 286 北村　　和茂 五浦庭園 287 星　　　誠二 矢吹 291 菅野　　直樹 猫魔ﾎﾃﾙ猪苗代 294

24 8:24 吉田　　　芳 郡山熱海 295 梅津　　卓也 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 167 後藤　　隆志 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 168 齋藤 　弘行 メローウッド 169

25 8:33 佐藤　　秀樹 小名浜 169 橋脇　　英行 福島・民報 171 横田　　竜汰 郡山 172 大津　　長州 大玉 173

26 8:42 齋藤　　　尊 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ那須白河 173 秋山　　　実 ローレルバレイ 179 大越　　大介 郡山 179 大槻　　栄二 安達太良 181

27 8:51 丹治　　史行 福島・民報 181 神原　　　薫 サラブレッド 182 保坂　　吉信 塩屋崎 183 仁井田　穏彦 宇津峰 184

28 9:00 渡邉 　勝博 猫魔ﾎﾃﾙ猪苗代 184 阿部　　政浩 大玉 185 斉藤　　政寛 大玉 185 伊藤　　　賢 会津磐梯 186

29 9:09 芳賀　　四郎 五浦庭園 187 佐藤　　文男 五浦庭園 189 須藤　　研二 会津磐梯 189 橋本　　和宏 郡山 190

30 9:18 大藤　　　稔 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ那須白河 192 山崎　　　武 サラブレッド 193 菅波　　　聡 郡山 195 鈴木　　敦夫 矢吹 196

31 9:27 坂本　　新一 五浦庭園 204 戸賀　　正博 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 207 丸山　　安広 メローウッド 82 矢内　　　裕 塩屋崎 82

32 9:36 菊地　　一郎 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ 85 和髙　　正久 大玉 85 鴫原　　功一 安達太良 87 秋山　　貴紀 会津磐梯 88

33 9:45 大舘　　　均 五浦庭園 - 小原　　正博 矢吹 - 藤川　　重雄 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ - 星　　　真平 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ -

34 9:54 細川　　　徹 サラブレッド - 森　　　宏幸 大玉 - 栁沼　　達男 ｸﾞﾘｰﾝｱｶﾃﾞﾐｰ - 八木沼　　仁 サラブレッド -

欠場者の状況により、組み合わせの一部が変更になる場合がありますのでご了承願います。

第４７回 福島県アマ・サーキット知事杯争奪競技

並びに　第５７回（２０２３年度）東北アマチュア選手権競技　福島県予選

第4戦　組合表


