
　
セルフプレー
グロスの部　

　　　　　※組合せ発表後の欠席については、2,000円徴収します。

・ご来場の際は、新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用をお願いします。

主　催 射水市・射水市教育委員会・公益財団法人射水市体育協会

主　管 射水市ゴルフ協会

大    会    長 夏野 元志

大 会 副 会 長 金谷　　真

大　会  委  員 久々江 豊 川腰喜久雄 古岡 一治 竹嶋　一雄 島倉　　誠 古城　克實

谷口　正浩

大会競技委員長 大坪　　豊

大会競技副委員長 北野 敏夫 宿屋 浩一 高橋 久和 橋本　稔 作道 宗紀 吉田 誠一

大　会  顧  問 赤江 寿美雄 永森 直人 八嶋 浩久

競　技　委　員 加治 定勝 片口 敏彦 島　　正巳 尚和 治夫 中田 光俊 水持 雪美

吉野 省三 和田　格 秋穂　徹 木村 正明 塩井  　実 中波 俊一

水上　哲仁 山崎　晋次 長谷 貞夫 丹保 正敏 安田 孝士 渡辺　　隆

石塚　晴久 兼松　　豊 窪田 潤浩 島田 公志 杉崎　由真 塚本 悦子

宮永　正人 山崎 重治 若美 勝則 石川 晶央 進邦 高広 高木 喜良

溝口 一郎

事　務　局　長 吉田 誠一

副 事 務 局 長 川腰 博之 寺井　聡志

◇◇◇ 令和5年度 射水市スポーツフェスタ ◇◇◇

□　表彰式及び懇親会はありません。入賞者の方には後日、郵送します。

　□　プレー費（参加料を含む、食事付）　

□　実施日　　　令和５年５月２８日（日）　

□　場　所　　　　小杉カントリークラブ

第１８回 射水市民体育大会ゴルフ競技

・定員を大幅に上回る参加申し込みがあり、やむを得ず定員数を増やしました。このことに
より、ハーフ食事休憩が１時間１５分程度入ります。ご了承いただきますようお願い申し上
げます。なお、レストランは、混雑を避けるため、休憩に入られてから40分以内とさせていた
だきます。お食事後は、パター練習などレストラン以外の場所でお過ごしください。

・参加費＋プレー費は、各自一括小杉カントリーにて精算をお願いします。　

１２，０００円
１４，０００円（キャディ付）

《注意事項》

優勝賞品 リバーリトリート雅樂倶ペア宿泊券
2位～20位、飛賞 30位・40位～290位、当日賞、ＢＢ賞、BM賞、ニアピン賞各ショートホール、

ドラコン賞スタートホール、なんでもニアピン最終ホール（北スタート東8番）

成績を射水
市体育協会
ホームページ、
ゴルフ協会
（左のＱＲ
コードのアド
レス）に掲載
します。

（有）大坪自動車 （株）織田 （有）小杉スポーツ 伸栄工業(株)

ワイケイホーム(株) ミユキ化成(株) 永森建設工業(株) (株)山本

（有）石本塗装 (株)井波

射水建設興業(株) イミズゴルフ練習場 いみず野農業協同組合 大島自動車(株)

(株)倉嶋商店 クルマ商事(株) (株)コスモ (株)サンテック

(株)シマダ商事 SHIMIZU 新高清掃(株) (株)伸和設備工業

新日本電工(株)北陸工場 大栄建材(株) 泰平アルミ（有） 高岡信用金庫大島支店

（株）高岡木材市場 (株)武野製作所 （有）ティーディーエス 徳永食品(株)

富山エヌテック(株) 富山県信用組合射水支店 富山信用金庫大島支店 （有）ナカガワ

（有）西井商会 （有）ニブリックゴルフ企画 （有）伸旭工業 ファミリー食堂さかなやさん

（有）へちま産業 北陸銀行大島支店 北陸紙器(株) (株)三島野観光

(株)ヨシコー ㈱ヨシダ (株)吉田塗工 （有）折戸リフォーム

射水運輸(株) 射水工業(株) (株)岩黒製作所 （有）折橋燃料店

(株)ダンテクノコーポレーション 共立建工(株) 協和紙工業(株) 協和運輸(株)

(株)ケンチ （株）小谷製作所 サン電工 三和パック(株)

志貴野金属工業(株) (株)タイアン板金工業 （株）大樹 大門大島金融協会

(株)高田組射水支店 高田建設(株) 丹保運送(株) （有）越本コンクリート工業所

砺波造園土木(株) トヤマエンジニアリング(株) 長原自動車(株) 日本成工(株)

日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ㈱オフシﾖア (株)橋本カンテツ （株）福田建材 （有）藤井瓦商店

（有）松井電機工業所 （有）山本建材 黒川の仏壇 (株)三福製作所

(株)野上自動車 (株)三浦工業 アイシン軽金属(株) (株)青山

(株)アムテック (株)明石工業 (株)アースクリーン２１ 荒木運輸(株)

イトウ重機工業(株) 今泉印刷 射水商工会議所 (株)ＨＳＩ

（有）ＫＡＫＵ 加治定雄商店 片口酒店 金原開発(株)

（有）丸龍庵寿司部 北野建築設計事務所 ギフト尚和 （株）栗山組

（有）ＫＣＳ市井塗装 サングリーン開発興業(株) ＪＦＥミネラル(株) 新湊ゴルフガーデン

（有）新湊モータース (株)シンワ機工 第一イン新湊 (株)高岡市衛生公社

(有)ＴＯＭＯ社 中川餅店

日本高周波鋼業(株) 西谷時計店

伏木海陸運送(株) 分家工業(株) 北陸ポートサービス(株) 北海建設(株)

(株)牧田組 (株)松田自動車 (株)道の駅新湊 もりながや

焼肉光燁 八嶋合名会社 やの園 (株)四方組

米田木材(株)

協　賛　事　業　所　名

一級建築士事務所　林博アトリエ

富山県石油商業組合射水支部

富山県自動車整備振興会新湊支部



☆ キャディ付き  　　Ｊ　ジュニア （北 → 東） （東 → 南）

組 時刻 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 組 時刻 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名

グロスの部 12 9:08 新湊 曽根　正浩 新湊 森田　哲也 新湊 滝尾　光春 新湊 島谷　公紀

1☆ 7:32 大門 J七澤　勇太 新湊 銭谷　秀明 小杉 明地　孝将 13 9:16 新湊 南　真人 新湊 寺岡　栄一 新湊 長田　日呂司 新湊 摺崎　正則

2☆ 7:40 小杉 本田　敦夫 大島 白木　英明 大島 窪田　潤治 14 9:24 大門 西田　幸子 大門 高波　雅子 大門 水口　千津子 大門 達　雪代

3☆ 7:48 小杉 秋穂　徹 小杉 浅井　剛 小杉 江川　昭人 15 9:32 大門 松長　勝弘 大門 盛田　祥司 大門 浅井　真一 大門 市橋　はる子

4☆ 7:56 小杉 水上　哲仁 小杉 池本　康成 小杉 菅原　将太 小杉 島倉　光衛 16 9:40 大門 石崎　宗一 大門 石﨑　月美 大門 折戸　浩和 大門 田所　宗将

ぺリアの部 17 9:48 大門 吉本　正近 大門 鷲塚　茂広 大門 烏帽子田　剛 大門 蔵　浩知

5 8:04 大門 J荒井　英太郎 大門 荒井　英樹 大門 J七澤　謙太　 大門 七澤　一浩 調整

6 8:12 小杉 大岩　之雄 小杉 塩沢　和章 小杉 金谷　博 小杉 小野　昭次 18 10:04 大門 堀　俊博 大門 吉岡　範勝 大門 山下　昌計 大門 海老　範昭

7 8:20 新湊 釣　里志 新湊 金谷　秀博 新湊 川口　将 新湊 高田　諭 19 10:12 大門 徳井　靖志 大門 犀藤　真一 大門 湊　健太郎 大門 坂東　昭

8 8:28 新湊 宮崎　良和 新湊 堀川　勲 新湊 椋野　勝博 新湊 佐渡　敬太 20 10:20 新湊 山田　彰信 新湊 中神　重徳 新湊 森　俊夫 新湊 森　咲子

調整 21 10:28 新湊 山住　秀男 新湊 井上　一芳 新湊 永田　敏明 新湊 荒木　次男

9 8:44 新湊 松本　隆司 新湊 長谷川　元 新湊 三箇　毅一 新湊 森　慎平 22 10:36 新湊 矢野　清一 新湊 糀谷　孝 新湊 中瀬　正義 新湊 菅谷　行夫

10 8:52 新湊 大沢　浩 新湊 並川　義彦 新湊 宮崎　清文 新湊 五十嵐　明 23 10:44 新湊 中田　光俊 新湊 矢野　任 新湊 米田　直芳 新湊 矢野　耕悦

11 9:00 新湊 湊　正彦 新湊 石川　徹 新湊 京谷　浩幸 新湊 高清　徳義 24 10:52 新湊 堀川　優子 新湊 関原　光男 新湊 酒井　正雄 新湊 奥村　尚美

12 9:08 新湊 団　稔 新湊 新田　章一 新湊 島田　克彦 新湊 浦野　行文 25 11:00 新湊 菓子谷　義信 新湊 菓子谷　啓之 新湊 金子　満 新湊 北野　敏夫

13 9:16 新湊 土谷　一進 新湊 本多　正海 新湊 橋本　剛志 新湊 髙田　茂樹   南コース　 （南 → 北）

14 9:24 新湊 勝山　唯二 新湊 原田　義夫 新湊 塚本　昇 新湊 草島　すなお 組 時刻 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名

15 9:32 新湊 明神　昭悦 新湊 溝口　秀明 新湊 谷道　道祐 新湊 鳥取　嘉幸 1 7:32 大島 森田　康照 大島 宮林　紀昭 大島 杉岡　定義 大島 宮林　正男

16 9:40 新湊 岸　由起雄 新湊 稲見　茂樹 新湊 岩坪　忠男 新湊 佐伯　明夫 2 7:40 大島 海老　和朗 大島 宮永　正人 大島 境　不二夫 大島 北村　嘉宏

17 9:48 新湊 堀　廣 新湊 高嶋　外希夫 新湊 高松　善一 新湊 稲田　浩幸 3 7:48 大島 伊藤　雅夫 大島 米原　昭彦 大島 長谷　泰洋 大島 木本　みゆき

調整 4 7:56 大島 瀬尾　賢 大島 中田　正 大島 片口　義一 大島 麻生　卓哉

18 10:04 新湊 中島　直治 新湊 板倉　和人 新湊 二俣　清孝 新湊 朴木　雄二 5 8:04 新湊 海老江　勝美 新湊 秋山　孝夫 新湊 西原　裕治 新湊 蘇田　道春

19 10:12 新湊 北野　武海 新湊 宮本　忠 新湊 門島　秀樹 新湊 髙木　稔 6 8:12 新湊 室　弘志 新湊 早川　秀晃 新湊 山内　勝司 新湊 山内　喜久子

20 10:20 新湊 内井　和俊 新湊 堀田　幸一 新湊 嶋　武司 新湊 石川　勝美 7 8:20 新湊 西井　仲一 新湊 塚本　悦子 新湊 上村　静子 新湊 江守　和夫

21 10:28 新湊 六度　雅喜 新湊 吉野　俊彦 新湊 京谷　寿文 新湊 吉野　孝則 8 8:28 新湊 田中　譲二 新湊 田中　拓三 新湊 神田　一雄 新湊 宮城　一馬

22 10:36 新湊 荒木　満晴 新湊 杉田　孝嗣 新湊 加治　定勝 新湊 池田　崇宏 調整

23 10:44 新湊 油谷　秀隆 新湊 片口　敏彦 新湊 山崎　真吾 新湊 油谷　怜樹 9☆ 8:44 小杉 永森　忠志 小杉 森　良治 小杉 小杉　正明 小杉 大出　寿美

24 10:52 新湊 赤江　寿美雄 新湊 中川　文夫 新湊 森永　憲二 大島 山崎　重治 10 8:52 小杉 広野　茂則 小杉 嶋　謙太郎 小杉 松本　昴樹 小杉 松本　昌伸

25 11:00 大島 J杉崎　希歩 大島 杉崎　広学 大島 杉崎　由真 大島 杉崎　庄治 11 9:00 小杉 前佛　剛 小杉 福﨑　崇 小杉 川波　大介 小杉 寺島　潤

（東 → 南） 12 9:08 小杉 鶴　良太 小杉 紙谷　幸成 小杉 水上　雅史 小杉 金森　一也

組 時刻 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 申込地区 氏　　　名 13 9:16 小杉 室田　康友 小杉 笠間　洋佑 小杉 亘　建邦 小杉 石井　直輝

1 7:32 新湊 釣谷　忠 新湊 松村　晋 新湊 朴木　豊 新湊 広瀬　晃 14 9:24 下 溝口　一郎 下 進邦　高広 下 進藤　久司 下 髙木　喜良

2 7:40 新湊 安井　廣之 新湊 西田　剛 新湊 水原　英昭 新湊 安井　康介 15 9:32 下 橋本　稔 下 竹脇　幹正 下 竹脇　明利 下 　石川　晶央

3 7:48 新湊 竹林　修 新湊 草島　邦彦 新湊 高島　稔 新湊 稲井田　奈奈 16☆ 9:40 小杉 長谷　貞夫 小杉 長谷　佳子 小杉 長谷　哲男 小杉 木村　正明

4 7:56 新湊 春日　哲男 新湊 梶谷　拓平 新湊 片口　昌彦 新湊 松長　健 17☆ 9:48 大島 島田　重太郎 大島 井波　博文 大島 武野　周太郎 大島 渡辺　國臣

5 8:04 新湊 牧野　秀樹 新湊 越村　倫也 新湊 矢野　俊幸 新湊 廣田　智生 調整

6 8:12 新湊 山本　孝之 新湊 森　敏文 新湊 吉野　雅嵩 大島 林　博 18 10:04 小杉 角波　章 小杉 中波　俊一 小杉 浦口　成男 小杉 山口　秀雄

7 8:20 新湊 吉村　正彦 新湊 河合　聡 新湊 塩谷　与志夫 新湊 加門　毅 19 10:12 小杉 京角　修治 小杉 宮下　達男 小杉 宮下　考男 小杉 稲垣　浩司

8 8:28 新湊 山下　恵以子 新湊 浦上　未由希 新湊 立野　学 新湊 岩黒　淳 20 10:20 小杉 片口　宗久 小杉 片口　真 小杉 坂田　賢 小杉 宿屋　浩一

調整 21 10:28 小杉 梶原　均 小杉 今井　優 小杉 笹島　政則 小杉 山下　勝利

9 8:44 新湊 出口　清秋 新湊 岩村　友義 新湊 桃井　章 新湊 奥村　大輔 22 10:36 小杉 大坪　豊 小杉 松下　邦男 小杉 中村　富美雄 小杉 大崎　正樹

10 8:52 新湊 水持　雪美 新湊 野村　武史 新湊 姫野　正喜 新湊 針山　愛 23 10:44 小杉 内記　昭夫 小杉 菊　勝信 小杉 菊　圭司 小杉 名取　三喜男

11 9:00 新湊 南　政弘 新湊 成田　宏治 新湊 源長　諭 新湊 海内　善幸 24 10:52 大島 表　哲也 大島 関　正崇 大島 稲田　知千 大島 深田　純平

□競技方法□ 25 11:00 大門 藤井　憲治郎 大島 谷内　智 大島 放地　リカ 大島 兼松　豊

１８ホールストロークプレー、ハンディキャップはダブルペリア方式による。

フロントティ使用（７０歳以上の方はゴールードティ使用可。レディース・ジュニアはレディースティ使用可。）

北コース　 東コース　

東コース　

ハンディキャップは３６までとし、同ネットの場合は年長順とする。


