
(18ホール・ストロークプレー)

主   催:

開催日:

コース:

組 時  刻 氏   名 所  属 氏   名 所  属 氏   名 所  属 氏   名 所  属

1 8:00 江口  　直文 大和不動 白木  　幹雄 フジ 野田　  豊國 佐賀 毛利  　弘毅 北山

2 07 水田　　豊秋 ブリヂストン 小森　  政博 佐賀クラシック 江頭 　 康至 唐津 福永  　節也 北山

3 14 吉本 勝太郎 天山 西原   　　清 佐賀ロイヤル 鶴丸  　利勝 武雄 友岡　  順一 北山

4 21 飯盛  　紹博 花祭 吉川　  信也 天山 近藤　  博和 佐賀 菅野   　　修 北山

5 28 原田  　達治 武雄嬉野 深谷　  澄男 佐賀ロイヤル 元村   　　悟 北山 松本    茂樹 唐津

6 35 吉武　  義紹 日の隈 吉田  　省三 佐賀ロイヤル 新原  　和俊 天山 大塚　  満弘 北山

7 42 石本　   　稔 武雄嬉野 原口  　隆和 ブリヂストン 福田  　三男 花祭 津田  　泰弘 北山

8 49 内山 　 龍起 唐津 八尾  　哲史 佐賀 鳥飼　  久男 北山 南里   　　章 大和不動

9 56 石本  　博記 武雄嬉野 本村　  康人 ブリヂストン 高橋  　幸吉 佐賀ロイヤル 辻本　  忠孝 花祭

10 9:03 西尾  　公孝 佐賀 田中　  靖隆 唐津 前田   　　勝 大和不動 川久保 壽磨 天山

11 10 秋山　  金義 佐賀クラシック 辻　   　展弘 佐賀 門司  　誠一 ブリヂストン 宮田　  一雄 北山

12 17 青木    英樹 唐津 酒井　  常雄 北山 牟田  　利男 日の隈 小柳  　正則 武雄嬉野

13 24 四方田 貞雄 佐賀 香月  　茂夫 武雄 藤井   　　勇 武雄嬉野 川口  　純廣 北山

14 31 山田  　秀夫 花祭 月成  　守康 佐賀 井上  　定洋 佐賀ロイヤル 柏　　   俊英 北山

15 38 宮口  　寛嗣 唐津 田辺  　智彦 北山 辻丸  　侑樹 花祭 中村  　元博 大和不動

16 45 糸山  　正則 大和不動 近藤  　雅則 北山 長谷川 博文 ブリヂストン 嵜山  　俊宏 日の隈

17 52 工藤 亜沙希 佐賀 東野　  成興 北山 行武　  正昇 天山 外園  　隆雄 フジ

18 59 亀井  　敏樹 武雄嬉野 安岡  　伸幸 北山 田代  　敏也 佐賀ロイヤル 城野　  大輔 花祭

19 10:06 尾崎　   　高 北山 片岡 新治郎 大和不動 深川　  英治 花祭 檜枝  　哲人 ブリヂストン

組 時  刻 氏   名 所  属 氏   名 所  属 氏   名 所  属 氏   名 所  属

1 8:00 渡邊  　康生 天山 甲斐田 利明 花祭 黒岩　  祐司 佐賀 永尾  　勝法 北山

2 07 力武　   　司 佐賀クラシック 飯盛　  富雄 武雄嬉野 永渕　  基浩 花祭 毛利　  高行 北山

3 14 鵜木　　伸久 ブリヂストン 鶴田  　祐治 若木 深見  　元貴 武雄嬉野 田中　   　潔 北山

4 21 辻丸  　翔一 若木 横尾  　正晴 花祭 宮原　  智信 佐賀 唐川 与利雄 北山

5 28 今泉　   　洋 天山 松本　  照久 唐津 古賀　  芳則 若木 藤井　  克吉 北山

6 35 北川　   　登 天山 梅崎  　広樹 若木 福井 　 秀明 唐津 三好　  勝喜 北山

7 42 宮崎  　松喜 武雄嬉野 坂田  　政美 ブリヂストン 栗原 英一郎 佐賀ロイヤル 三好  　浩之 北山

8 49 久保　  和男 唐津 高野  　広美 佐賀 長沢　  武志 北山 星谷  　雄平 大和不動

9 56 石井  　勝規 大和不動 田島　  寛廸 ブリヂストン 川島  　雅之 若木 栗巣野 信男 佐賀クラシック

10 9:03 工藤 英由紀 佐賀 夏秋  　洋一 唐津 池　　  　　隆 佐賀ロイヤル 米倉 雄一郎 ブリヂストン

11 10 近藤  　森行 佐賀 中村  　福宏 北山 西富　  幸一 若木 小森  　一人 佐賀ロイヤル

12 17 田中  　雅之 若木 平川  　保隆 日の隈 江田　  寛行 佐賀ロイヤル 糸山　  和臣 北山

13 24 三原 由紀夫 佐賀 立岡　  池敏 大和不動 木下  　青海 佐賀ロイヤル 川崎　  一平 北山

14 31 三久保 一我 佐賀 武部  　周清 若木 永田  　勝郎 北山 森山　  俊弘 佐賀クラシック

15 38 永田　   　満 北山 秀島 喜久次 唐津 山田　  直紀 武雄 西岡　  文隆 佐賀クラシック

16 45 三好  　孝幸 大和不動 竹中  　文雄 北山 高木  　浩敏 ブリヂストン 静野  　健次 若木

17 52 田中　  孝弘 佐賀 江口　  雄二 北山 中山  　龍介 武雄 田中  　康仁 日の隈

18 59 黒石  　尚登 北山 森園  　信行 日の隈 永石   　　隆 武雄 福田　  幸弘 天山

19 10:06 八木   　　昇 北山 川村  　安正 ブリヂストン 門司　  幸男 武雄嬉野 原口  　真一 若木

(注) ①
②

 ③  一次予選通過者数は51名とする。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決定する。

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。

第35回 九州アマチュア選手権競技(一次予選) 組合せ表

☆馬場野スタート

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。

病気、その他の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) または開催クラブ (0955-73-2933)

平成17年4月13日

☆大平山スタート

唐津ゴルフ倶楽部

九州ゴルフ連盟


