
主 催：
１８ホールズストロークプレー 開催日：
アウトよりスタート 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 増田　喜一郎 五島 高橋　朗 チサン 鶴野　容壱 大村湾 福田　美代喜 喜々津

2 8:08 宮本　祥一 壱岐 牧野　二朗 長崎国際 山本　徳重 愛野 三上　信次 大村湾

3 8:16 石川　雅啓 喜々津 松山　勝 大村湾 西田　富士雄 長崎 松島　強 長崎国際

4 8:24 永田　和博 雲仙 小畑　誠一 長崎国際 山崎　裕充 島原 山口　正則 長崎パーク

5 8:32 山口　順康 島原 片山　蓚 滑石 駒田　寿信 愛野 池下　巖 チサン

6 8:40 田添　幸伸 長崎空港 澤部　司郎 チサン 小林　繁寿 島原 山口　和利 滑石

7 8:48 江口　利幸 滑石 森永　義範 長崎パーク 神田　昭夫 チサン 堀　宏文 長崎空港

8 8:56 山村　博彦 野母崎 久保　周介 愛野 橋本　清孝 佐世保国際 岩永　政行 ハウステンボス

9 9:04 吉井　洋二郎 ペニンシュラ 松本　昌憲 つくも 横田　満久 佐世保 辻岳　一良 チサン

10 9:12 大島　久 長崎パーク 川久保　正廣 佐世保国際 林　賢次郎 平戸 根路銘　洋 佐世保

11 9:20 山下　伸次郎 佐世保 新井　常義 野母崎 野中　博 佐世保国際 内山　博之 つくも

12 9:28 寺田　芳光 平戸 吉武　健一 佐世保 山口　壮一 つくも 金崎　明 佐世保国際

13 9:36 萩原　正男 佐世保 松尾　亮甫 長崎パーク 村島　保治 平戸 福田　保二 滑石

14 9:44 松尾　辨尚 喜々津 町田　久男 長崎 宮本　誠 長崎空港 井芹　盛義 長崎パーク

15 9:52 深江　勝 平戸 石橋　昭成 愛野 堀口　定人 チサン 森田　和邦 長崎

16 10:00 中西　邦夫 チサン 竹ノ下　勝男 佐世保国際 副島　忠昭 長崎パーク 田中　政義 佐世保

17 10:08 吉田　平三郎 雲仙 岸川　誠一 長崎空港 田中　均 平戸

インよりスタート

組 時刻 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属 氏　名 所　属

1 8:00 松尾　勝茂 長崎国際 牧山　清明 壱岐 坂本　洋司 チサン 田端　一志 長崎

2 8:08 平子　長二郎 長崎 荒木　芳 チサン 平岡　孝 喜々津 田中　健二 愛野

3 8:16 塚根　卓弥 大村湾 原口　秀雄 雲仙 坂上　和平 長崎国際 川原　好博 長崎パーク

4 8:24 杉町　攻 チサン 橋本　斉 島原 奥　利博 滑石 金田　孝 愛野

5 8:32 山口　義盛 愛野 浦川　政次 滑石 浅野　茂 大村湾 金子　泰 チサン

6 8:40 山口　文雄 小長井 松尾　勝美 チサン 大塚　護 島原 林田　忠 大村湾

7 8:48 道添　敏昭 ハウステンボス 田中　千稔 長崎パーク 前田　政喜 長崎空港 辻田　孝司 ペニンシュラ

8 8:56 河野　富男 佐世保国際 青井　眞一 佐世保 岸本　孝市 愛野 園原　三郎 平戸

9 9:04 柏木　義照 つくも 幸崎　秀逸 長崎パーク 松本　実 佐世保 迎　成剛 佐世保国際

10 9:12 森　喜一郎 西海橋 中村　隆 ペニンシュラ 谷川　民男 平戸 中村　健二 佐世保

11 9:20 村上　清明 喜々津 佐藤　政雄 島原 辻川　史朗 壱岐 平野　重郎 大村湾

12 9:28 北川　俊明 長崎国際 辻川　更司 壱岐 西山　勲 愛野 豊島　芳郎 平戸

13 9:36 坂口　和敏 大村湾 豊島　弘 佐世保 瀬戸口　功 島原 中川　一弘 西海橋

14 9:44 宇和川　貞允 チサン 原　哲哉 つくも 樋口　慶信 佐世保 山口　誠一 長崎

15 9:52 徳久　邦夫 西海橋 森　哲二 長崎パーク 十時　淳 平戸 森　勲 佐世保

16 10:00 田中　秀男 平戸 山口　慶太郎 佐世保 松本　智経 佐世保国際

17 10:08 山崎　二郎 佐世保 永盛　一 つくも 木村　平喜 長崎

【注】

平成１７年度 「九州シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権競技予選」 組合せ表

①上記の参加者に欠場があった場合は、組合せの一部を変更することがある。

九 州 ゴ ル フ 連 盟
平 成 17 年 5 月 19 日
喜々津カントリー倶楽部

（１８ホールズ・ストロークプレー）　

　（予選通過割当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。）

②病気、その他の事故により欠場する場合は、所属クラブを通じて欠場の旨を九州ゴルフ連盟事務局（092-751-0955）及び
　開催クラブ（0957-43-0223）へ連絡の上、至急文書をもって連盟事務局へ提出すること。
③練習ラウンドを行う場合は、必ず１個のボールを打ってプレーを行うこと。
※予選通過者数はシニア１６名、ミッドシニア５名、グランドシニア６名。

（

シ
ニ
ア
）

（

ミ
ッ
ド
シ
ニ
ア
）

（

シ
ニ
ア
）

（

グ
ラ
ン
ド
シ
ニ
ア
）


