
主   催　：　九州ゴルフ連盟

開催日　：　平成17年4月6日（水）

18ホール・ストロークプレイ コ ー ス　：　かごしま空港36カントリークラブ

○アウトよりスタート

組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 7:30 脇園 良二 蒲生 山内 勉 グリーンヒル 松下 健太郎 大隅 稲本 治 祁答院

2 7:38 今村 寛見 シーサイド 小平 和政 祁答院 宇田 幸一郎 南九州 江藤 實巳 大隅

3 7:46 勇 賢悟  南九州 西山 寛美 三州 横山 芳弘 大隅 星原 伸二 シーサイド

4 7:54 関山 昭二 桜島 宇都口 悟 シーサイド 外園 智大 祁答院 惣福 昌弘 国際

5 8:02 松下 誠 喜入 田畑 洋一 大隅 松下 諒 鹿屋 柚木 敏英 ガーデン

6 8:10 金光 吉行 グリーンヒル 松林 年浩 蒲生 岩川 一紀 国際 新留 秀三 シーサイド

7 8:18 井上 義隆 出水 池田 巧 国際 濱田 澄夫 鹿児島 園田 政弘 空港

8 8:26 橋口 信隆 南九州 瀬戸口 隆二 空港 廻 光一 ゴールデン 福田 清春 シーサイド

9 8:34 立和名 悦司 空港 二俣 忠志 南九州 上之園 強志 ガーデン 西田 貢 鹿児島

10 8:42 西堂路 誉人 蒲生 三宅 廣則 大隅 西中 和郎 高牧 田中 義則 空港

11 8:50 田中 清文 祁答院 谷山 正三 ゴールデン 古市 修次 喜入 伊地知 博 グリーンヒル

12 8:58 川畑 英機 ガーデン 中西 英一 溝辺 井手口 勝 ゴールデン 丸田 恵一 シーサイド

13 9:06 荒瀬 一行 シーサイド 田代 正孝 鹿児島 新山 広幸 ゴールデン 池田 誠至朗 三州

14 9:14 中山 勇一 三州 安藤 和浩 祁答院 林 辰大 桜島 田中 純洋 シーサイド

15 9:22 蛯原 哲二 シーサイド 鵜飼 一伸 垂水 上田橋 洋一 空港 久保 隆一郎 大隅

16 9:30 福山 幸二 グリーンヒル 坂東島 和久 大隅 渡瀬 昭彦 シーサイド 南 克良 国際

17 9:38 徳永 和洋 湯の浦 伊藤 哲彦 ゴールデン 中垣内 英樹 大隅 斉藤 稔 南九州

18 9:46 福崎 廣美 鹿児島 横山 昌弘 鹿屋 下野 高広 ゴールデン 大田 和宏 国際

19 9:54 上山 秀満 ガーデン 霜出 幸七 湯の浦 前田 辰治 シーサイド 杉元 博幸 祁答院

20 10:02 永田 幸大 三州 林 政美 国際 川野 健一 ゴールデン 林 憲一 鹿屋

21 10:10 稲森 兼隆 ゴールデン 吉留 英俊 知覧 有村 俊郎 湯の浦 有島 達郎 大隅

22 10:18 中島 好巳 シーサイド 福永 勝男 ゴールデン 飯野 正秋 大隅 老田 浩二 鹿屋

○インよりスタート

組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 7:30 塩浦 幸信 三州 中山 三千年 湯の浦 福島 馨 ゴールデン 桐木平 英作 国際

2 7:38 長野 光弘 祁答院 北原 忠憲 島津 安楽 弘敏 シーサイド 田中 広文 奄美

3 7:46 村田 章吾 鹿屋 脇 康秀 ゴールデン 蛭川 剛 空港 二俣 国光 ガーデン

4 7:54 山出 耕三 祁答院 稲森 光敏 ガーデン 月野 暎史 高牧 森本 喜代治 鹿屋

5 8:02 小屋敷 幸二 南九州 後潟 直道 シーサイド 酒匂 修 三州 川畑 康昭 祁答院

6 8:10 宮崎 秀光 大隅 松川 清志 三州 松田 淨 空港 田平 貴弘 鹿屋

7 8:18 高木 俊尚 空港 山元 貴大 鹿屋 北 義一 島津 岩元 保幸 大隅

8 8:26 小林 憲史 霧島 原田 典明 シーサイド 藤田 善久 ゴールデン 井上 正 空港

9 8:34 小田 新 桜島 岩元 孝 大隅 馬場 尋樹 空港 國場 明宏 シーサイド

10 8:42 松永 隆幸 南九州 小吉 利明 シーサイド 八重尾 治樹 ガーデン 長野 亘 三州

11 8:50 武 彰作 空港 吉永 健二 大隅 倉前 和正 湯の浦 播磨 誠 シーサイド

12 8:58 二俣 廣明 ガーデン 吉田 翔 鹿屋 筒井 毅浩 祁答院 川原 幹生 湯の浦

13 9:06 貴島 正治 大隅 山中 隆二 祁答院 中間 誠 ゴールデン 西上原 俊郎 シーサイド

14 9:14 野元 貴弘 シーサイド 稲留 正司 ゴールデン 大塚 覚 国際 森山 健二 グリーンヒル

15 9:22 松下 憲一 南九州 山之口 章大 シーサイド 満 義隆 ガーデン 山下 勝男 空港

16 9:30 堀之内 勝 喜入 前迫 哲朗 島津 丸橋 一忠 シーサイド 福永 大作 大隅

17 9:38 松崎 樹平 鹿児島 鶴長 親雄 出水 下麦 正仁 南九州 松元 和浩 国際

18 9:46 木村 芳樹 喜入 有村 裕二 大隅 上野 泉 シーサイド 田中 慎一 桜島

19 9:54 上野 昭一 大隅 井料 昭 南九州 吉留 裕一 桜島 岩下 知博 ゴールデン

20 10:02 佐々木 秀綱 南九州 松下 秀斗 鹿屋 鹿倉 輝道 国際 塚本 秀樹 ガーデン

21 10:10 八田 康夫 大隅 竹下 和美 湯の浦 久保 勇 島津 西上原 豪 シーサイド

【注】 (Ⅰ) 欠場があった場合、組合せの一部を変更することがある。
(Ⅱ) 病気、その他の事故により欠場する場合は、九州ゴルフ連盟事務局（092-751-0995）又はかごしま空港36カントリークラブ

（0995-72-1081）に必ず連絡すること。尚、所属クラブを通じて文書で事務局へ報告すること。
(Ⅲ) ２次予選出場者割当は、７２名とする。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決定する。

平成１７年度第３４回 「九州アマチュア選手権競技」鹿児島県地区一次予選  組合せ表


