
※「競技の条件」「ローカルルール」「注意事項」をご一読ください。

■日本海【ＯＵＴ】スタート ■日本海【ＩＮ】スタート ※100位タイまでが北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント決勝に進出。

№ ｓｔａｒｔ ｎａｍｅ ｎａｍｅ ｎａｍｅ ｎａｍｅ № ｓｔａｒｔ ｎａｍｅ ｎａｍｅ ｎａｍｅ ｎａｍｅ

富山カントリークラブ 片山津ゴルフ倶楽部 佐久長聖高等学校 氷見カントリークラブ 能登カントリークラブ 呉羽カントリークラブ 八尾カントリークラブ 氷見カントリークラブ

金沢東ゴルフクラブ 朱鷺の台カントリークラブ 魚津国際カントリークラブ 小杉カントリークラブ 富山カントリークラブ 呉羽カントリークラブ 小杉カントリークラブ 加賀カントリークラブ

魚津国際カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ 立山カントリークラブ 呉羽カントリークラブ 魚津国際カントリークラブ 富山市立芝園中学校 能登ゴルフ倶楽部 朱鷺の台カントリークラブ

金沢市立緑中学校 棚山ゴルフ倶楽部 金沢カントリー倶楽部 富山カントリークラブ 富山カントリークラブ 富山県立大門高等学校 呉羽カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ

小杉カントリークラブ 富山カントリークラブ 金沢東ゴルフクラブ 呉羽カントリークラブ 高岡カントリー倶楽部 ザ・カントリークラブ・能登 富山カントリークラブ 立山カントリークラブ

ザ・カントリークラブ・能登 立山カントリークラブ 呉羽カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ ＪＧＡ 花尾カントリークラブ ゴルフクラブツインフィールズ 朱鷺の台カントリークラブ

呉羽カントリークラブ 魚津国際カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ 花尾カントリークラブ 金沢セントラルカントリー倶楽部 呉羽カントリークラブ JGA 魚津国際カントリークラブ

富山カントリークラブ 八尾カントリークラブ 越前武生カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ 白山カントリー倶楽部 高岡カントリー倶楽部 太閤山カントリークラブ 小杉カントリークラブ

立山カントリークラブ 金沢カントリー倶楽部 片山津ゴルフ倶楽部 花尾カントリークラブ 魚津国際カントリークラブ 富山カントリークラブ 小杉カントリークラブ 呉羽カントリークラブ

立山カントリークラブ トナミロイヤルゴルフ倶楽部 ゴルフクラブツインフィールズ 呉羽カントリークラブ 金沢カントリー倶楽部 立山カントリークラブ 花尾カントリークラブ 金沢学院大学

千羽平ゴルフクラブ 立山カントリークラブ 白山カントリー倶楽部 棚山ゴルフ倶楽部 呉羽カントリークラブ 高岡カントリー倶楽部 千羽平ゴルフクラブ ゴルフクラブツインフィールズ

金沢ゴルフクラブ 金沢学院大学 八尾カントリークラブ 呉羽カントリークラブ 富山カントリークラブ ゴルフ倶楽部ゴールドウイン 金沢ゴルフクラブ 立山カントリークラブ

ゴルフ倶楽部ゴールドウイン 芦原ゴルフクラブ 朱鷺の台カントリークラブ 富山カントリークラブ 呉羽カントリークラブ 富山カントリークラブ 八尾カントリークラブ ザ・カントリークラブ・能登

立山カントリークラブ 高岡第一高校 能登島ゴルフアンドカントリークラブ 呉羽カントリークラブ 立山カントリークラブ 呉羽カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ 富山カントリークラブ

呉羽カントリークラブ 魚津国際カントリークラブ ウェルネス大学 金沢カントリー倶楽部 金沢学院大学 芦原ゴルフクラブ 能登島ゴルフアンドカントリークラブ 立山カントリークラブ

能登カントリークラブ 白山カントリー倶楽部 富山カントリークラブ 高岡南高等学校 立山カントリークラブ 東北福祉大学 八尾カントリークラブ 富山カントリークラブ

金沢学院大学 八尾カントリークラブ 金沢カントリー倶楽部 能登島ゴルフアンドカントリークラブ 金沢カントリー倶楽部 立山カントリークラブ 富山カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ

八尾カントリークラブ 富山カントリークラブ 魚津国際カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ 片山津ゴルフ倶楽部 立山カントリークラブ 富山カントリークラブ 練習場競技大会

福井工業大学 氷見カントリークラブ 富山カントリークラブ 小杉カントリークラブ 呉羽カントリークラブ 朱鷺の台カントリークラブ 小杉カントリークラブ 氷見カントリークラブ

朱鷺の台カントリークラブ 立山カントリークラブ 能登カントリークラブ 富山カントリークラブ 片山津ゴルフ倶楽部 立山カントリークラブ 棚山ゴルフ倶楽部 JGAジュニア会員

呉羽カントリークラブ 立山カントリークラブ 高岡カントリー倶楽部 片山津ゴルフ倶楽部 魚津国際カントリークラブ 八尾カントリークラブ 金沢東ゴルフクラブ 朱鷺の台カントリークラブ

富山カントリークラブ 立山カントリークラブ 八尾カントリークラブ 高岡カントリー倶楽部 専修大学 立山カントリークラブ 棚山ゴルフクラブ 朱鷺の台カントリークラブ

中部学院大学 芦原ゴルフクラブ 石川ゴルフ倶楽部 ゴルフ倶楽部ゴールドウイン 大山カメリアカントリークラブ 金沢カントリー倶楽部 加賀セントラルゴルフ倶楽部

～北陸オープンゴルフアマチュアトーナメントの成績発表について～

　今大会ではクラブハウスでの成績表掲示は行いません。

＊決勝(4日(土)）の組み合わせは、3日(金)18:00までに公式ホームページにて発表いたします。ご確認ください。

・北陸オープンゴルフトーナメント公式ホームページ　http://www.hokuriku-open-golf.jp

　　　　　　　　　競技委員会

1 6:35 1 6:35

2 6:43 2 6:43浄土　拓真 矢代　強

3 6:51 3 6:51

4 6:59 4 6:59

吉田　宰治 松田　良博 平井　優輝 北川　修治

髙木　暢仁 加藤　秀幸 山田　孝一 城木　正博

5 7:07 5 7:07

6 7:15 6 7:15

長江　大基 木村　聡 室井　孝介 山下　善雄

下谷内　哲次 池本　康成 木村　昌幸 窪田　博晃

7 7:23 7 7:23

8 7:31 8 7:31

髙野　正志 中島　奎 金山　秀明 高嶋　秀行

野村　和裕 生田　敏秋 前田　浄孝 川上　賢

9 7:39 9 7:39

10 7:47 10 7:47

庄田　勝 江成　計 山本　恒久 細川　佳史

石黒　博行 塚原　邦夫 神田　賢宏 酒井　亮一

11 7:55 11 7:55

12 8:03 12 8:03

山田　孝一 砂原　慎祐 中森　寛典 川口　徹

本林　勝輝 松居　大五 東本　一成 清水　克洋

13 8:11 13 8:11

14 8:19 14 8:19

朴木　真一 髙野　浩 平　克哉 廣瀬　貴臣

山田　秀樹 田名田　嵩明 坂本　巧 杉木　直人

15 8:27 15 8:27

16 8:35 16 8:35

小田　丞 野口　大地 内潟　柊哉 桐井　篤史

大西　隆章 久門　弘 中川　隆司 梶原　勇太

20 9:07 20 9:07

建守　千都 吉岡　哲也

17 8:43 17 8:43

18 8:51 18 8:51

土肥　龍星 馬渡　武英

奥村　博之 小柳　好光 澤越　博幸 山口　和宏

23 9:31 23 9:31

米澤　利文 山田　外志雄 藤井　元気 松原　達憲

祖泉　昭 能澤　剛

21 9:15 21 9:15

22 9:23 22 9:23

島　賢司 富髙　猛

19 8:59 19 8:59

清水　大翔 小棹　美徳 宮本　照政 荒田　健哲

佐々木　秀文 宮本　将利

楞谷　和洋 竹脇　正瑛

吉田　有作 広瀬　伸一郎

荒井　一宏 桜井　誠仁

山中　敏靖 酒井　大輔 山田　昌彦 志村　隆

竹脇　正貴 黒崎　文男

源野　智紀 横山　巽 藤島　壮一郎 京田　一之

川尻　拓磨 橋本　修

村本　貴広 瀬戸　信賀

八倉巻　明久 七澤　勇太 福元　勝博 平井　秀和

沢井　周次 松島　良輝

稲垣　達也 水島　正成 草野　久志 宮本　大雅

宮本　太一 桑原　秀樹 明地　孝将 船田　善範

蓮沼　謙一 野口　弘二 志鷹　健介 小木　輔

大北　桂之 村井　宏幸

渋谷　元久 谷口　忠紀 土居　一重 蓑輪　裕康

川原　友樹 鎌谷　裕二 岩城　宏昌 中村　利司

市森　満 山本　正人 田中　翔 小杉　謙介

川上　径世 山口　伸一 安田　昌則 田中　義彦

中田　圭亮 高橋　晋介 巻端　克文 村中　大徒

片岡　幸大 豊田　幸志 奥井　道太郎 草野　智弘

安田　義広 村山　銀河 白川　智之 金原　武司

久田　弘始 山谷　厚進 森岡　和磨 竹林　拓也

中島　誠豊 森口　寿志高 寺坂　匡浩 加藤　学

稲垣　太郎 林　建治 山谷　琢真 中田　幸一

堀　信義 古本　敏彦 鍋島　哲平 白川　永吉

西川　良太 上田　高志 春田　賢吾 坂井　繁

小倉　隆太郎 蜷川　巨人 山岸　哲郎 塩谷　繁

ハーフターン待ち時間の練習は、規則5-5に規定された、ホールとホールの間での練習です。ハーフターンの待ち時間に指定練習区域で出来る練習は、

規則上指定パッティング練習でのパッティングと、その周辺からのチッピングに限定されています。

(アプローチの練習場、バンカー練習場、ドライビングレンジでの練習は規則5-5の違反となります。)

＊ハーフターンの待ち時間にクラブハウス、食堂の利用は可能です。

山本　宗広 中條　登 伊与　翼

米山　博幸 金田　智太郎 池田　健 小池　祐嗣

澤田　新 林　美範 稲村　隆浩 島崎　光晴

ハーフターンの待ち時間の練習につい


