
主    催  ： 
開 催 日 ： 

アウト スタート コ ー ス　： 
組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

1 7:30 藤井　康浩 伊都 前田　和幸 久山 中村　浩実 セブンミリオン

2 7:38 武富　徹郎 筑紫ヶ丘 山本　光年 二丈 高倉　力矢 芥屋 児島　　理 福岡雷山

3 7:46 岩本　健次 久山 泊岩　　智 志摩シーサイド 毛利　泰介 福岡雷山 藤田　徳典 ザ・クイーンヒル

4 7:54 深町　匡穂 九州 榊　　　　満 伊都 津田　敏茂 久山 福山　公治 筑紫ヶ丘

5 8:02 樫山　輝由 西戸崎シーサイド 永浦　　亨 福岡雷山 川島　正男 久山 木下　由経 九州

6 8:10 有田　忠文 福岡 右田　昌昭 セブンミリオン 田中　史彦 伊都 阪口　　岳 芥屋

7 8:18 宿谷　秀寿 古賀 有吉　正昭 セブンミリオン 八尋　清文 筑紫ヶ丘 松井　隆明 福岡

8 8:26 衛藤　　学 福岡 仁上　　純 芥屋 狩野　泰弘 筑紫ヶ丘 綾部　洋一 西戸崎シーサイド

9 8:34 進藤　裕明 二丈 仲　　　　貢 久山 新島　光二 福岡 黒田　素行 筑紫ヶ丘

10 8:42 山浦　正継 志摩シーサイド 平山　　潤 久山 衛藤　仁秀 福岡 野田　　太 芥屋

11 8:50 上木　政章 福岡雷山 三浦　郁夫 古賀 横大路　広章 福岡 鶴田　禎久 志摩シーサイド

12 8:58 中野　好也 筑紫ヶ丘 原　　　隆治 九州 樋口　義浩 西戸崎シーサイド 稗田　英司 二丈

13 9:06 伊藤　譲二 福岡 木村　日登志 伊都 梅埜　和夫 セブンミリオン 安田　信策 二丈

14 9:14 西尾　福蔵 芥屋 野坂　文男 福岡雷山 上野　光典 古賀 山口　吉輝 久山

15 9:22 山下　俊一 伊都 高橋　秀樹 福岡 野中　善博 久山 小西　良太 福岡雷山

16 9:30 新島　　洋 福岡 並河　利隆 二丈 久保　豊和 伊都 阿部　泰雄 西戸崎シーサイド

17 9:38 久保　博史 福岡 上　　　澄則 福岡雷山 末永　　功 久山 森岡　洋史 伊都

18 9:46 時松　慊藏 筑紫ヶ丘 古賀　敏明 九州 山田　勝春 福岡 永尾　幹雄 西戸崎シーサイド

19 9:54 青柳　幸雄 セブンミリオン 政光　直記 伊都 松尾　八洲男 九州 君岩　申有千 久山

20 10:02 森　　　章郷 セブンミリオン 濱武　康司 芥屋 西坂　俊明 福岡 矢ヶ部　泰徳 ザ・クイーンヒル

イン スタート               

組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

1 7:30 阿部　剛丈 セブンミリオン 須原　浩之 志摩シーサイド 田中　良彦 九州

2 7:38 宮本　敏憲 九州 岩波　　孝 西戸崎シーサイド 鈴木　由知 福岡

3 7:46 川崎　修一 西戸崎シーサイド 初村　忠昭 福岡雷山 星子　俊次郎 古賀 鶴田　一成 セブンミリオン

4 7:54 植本　慶次 芥屋 夏山　英樹 久山 松岡　憲一 伊都 時松　源藏 筑紫ヶ丘

5 8:02 井上　勘昭 西戸崎シーサイド 仲　　　幹男 福岡雷山 高橋　正治 志摩シーサイド 二宮　善信 九州

6 8:10 水田　芳夫 志摩シーサイド 森島　伸一郎 九州 山内　辰崇 福岡 重松　武文 伊都

7 8:18 宅間　正州 筑紫ヶ丘 井浦　一博 久山 古舘　雅治 福岡雷山 江口　幸輝 九州

8 8:26 穴井　達雄 伊都 吉村　澄弘 芥屋 田口　博文 福岡 水山　勝行 志摩シーサイド

9 8:34 下川　和典 西戸崎シーサイド 東　　　義明 伊都 津田　信明 二丈 平城　一孝 福岡

10 8:42 庄司　明男 福岡雷山 橋本　一緒 西戸崎シーサイド 廣滝　由明 筑紫ヶ丘 建山　　茂 ザ・クイーンヒル

11 8:50 諸藤　繁太郎 古賀 平山　信之 久山 大浦　純平 西戸崎シーサイド 荒木　正志 セブンミリオン

12 8:58 林　　まさあき 九州 田中　　努 福岡雷山 齊藤　幸政 志摩シーサイド 玉井　義明 芥屋

13 9:06 瓦田　　徳 久山 宮崎　祐一 九州 藤本　光司 古賀 吉川　一雄 西戸崎シーサイド

14 9:14 山崎　清治 セブンミリオン 森　　　信生 西戸崎シーサイド 陶山　和寛 古賀 徳井　康弘 志摩シーサイド

15 9:22 川鍋　孝正 志摩シーサイド 永留　一孝 伊都 伊東　勇三 芥屋 飯田　宏二 筑紫ヶ丘

16 9:30 古賀　芳和 志摩シーサイド 鶴　　　和徳 西戸崎シーサイド 手島　博士 福岡雷山 山田　記義 セブンミリオン

17 9:38 高野　靖崇 セブンミリオン 宮本　明弘 九州 細川　憲明 西戸崎シーサイド 桐石　道行 久山

18 9:46 末石　　晃 福岡 松本　　修 福岡雷山 上原　和己 九州 尾上　公則 久山

19 9:54 川野　　智 福岡 辛島　裕二 二丈 綿谷　修司 西戸崎シーサイド 溝上　昭二 筑紫ヶ丘

20 10:02 飯田　幸康 筑紫ヶ丘 三野原　忠愛 福岡 有澤　廣己 福岡雷山 横山　繁浩 西戸崎シーサイド

（注） 　（１）  上記の参加者に欠場者があった場合は、組合せの一部を変更することがある。

第３５回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 福岡県南部(A)地区　組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

福岡雷山ゴルフ倶楽部

九州ゴルフ連盟
平成１７年 ４月 ６日

　（５）　一次予選通過者数は３３名とし、予選通過者数にタイが生じた場合はマッチングスコアカード方式により順位を決定する。

　（３）　危険防止および健康上の理由により、プレー中は帽子を着用することを勧める。

　（２）　病気、その他事故により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟事務局（０９２－７５１－０９５５）または福岡雷山ゴルフ倶楽部

　　　 　(０９２－３２３－８０８１）に必ず連絡すること。また、所属クラブを通じて文書で事務局へ報告すること。

　（４）　練習ラウンドにおいては、必ず１個の球でプレーすること。


