
主    催  ： 
開 催 日 ： 

アウトコース 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 8:00 四方田　貞雄 佐賀 元村　悟 北山 寺井　啓一 ブリヂストン

2 8:08 吉田　省三 佐賀ロイヤル 星谷　雄平 大和不動 村田　 茂 武雄嬉野 古川　政光 北山

3 8:16 中村　昭義 若木 龍　　弘 佐賀 川崎　一平 北山 堤　　謙太 日の隈

4 8:24 中溝　　勲 武雄嬉野 坂田　政美 ブリヂストン 杉浦　國夫 北山 栗巣野　信男 佐賀クラシツク

5 8:32 糸山　正則 大和不動 吉本　勝太郎 天山 篠原　政照 佐賀 友岡　順一 北山

6 8:40 安岡　伸幸 北山 森園　信行 日の隈 吉住　秀美 佐賀ロイヤル 前田　　計 武雄嬉野

7 8:48 永田　勝郎 北山 宮崎　恒夫 佐賀 本村　康人 ブリヂストン 光武　伊佐夫 佐賀クラシツク

8 8:56 江田　弘禧 ブリヂストン 近藤　雅則 北山 栗原　英一郎 佐賀ロイヤル 相浦　弘行 佐賀

9 9:04 尾崎　　高 北山 高尾　賢治 ブリヂストン 三原　将美 佐賀 古賀　芳則 若木

10 9:12 柿木　敏明 佐賀 深谷　澄男 佐賀ロイヤル 大塚　　淳 北山 古賀　政博 武雄嬉野

11 9:20 内川　一良 日の隈 松本　膺男 佐賀 植田　清一郎 ブリヂストン 毛利　弘毅 北山

12 9:28 西川　　守 天山 吉永　慎二 武雄嬉野 金川　俶久 若木

13 9:36 米光　國雄 日の隈 吉牟田　正　 佐賀クラシック 深川　光雪 北山 横山　健司 唐津

14 9:44 山下　桂司 佐賀 根城　　堅 ブリヂストン 田島　昭義 フジ 能海　ニ紀 花祭

15 9:52 嶋内　惟晴 武雄嬉野 梶原　鶴雄 武雄 西富　幸一 若木 上瀧　忠吉 北山

16 10:00 中島　　薫 日の隈 山田　　昇 ブリヂストン 柴田　和泰 唐津

17 10:08 窪山　　昇 ブリヂストン 栗田　義輝 武雄嬉野 伊藤　友一 唐津 柴戸　善輝 佐賀ロイヤル

18 10:16 北原　滋夫 佐賀ロイヤル 川久保　乙彦 花祭 佐藤　允男 佐賀 永守　　浩 日の隈

インコース 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 8:00 高橋　孝吉 佐賀ロイヤル 嵜山　俊宏 日の隈 藤井　克吉 北山

2 8:08 山田　秀夫 花祭 末田　秀光 北山 桧枝　哲人 ブリヂストン 池田　政良 若木

3 8:16 力武　　司 佐賀クラシック 門田　三男 武雄嬉野 酒井　常雄 北山 川村　安正 ブリヂストン  

4 8:24 三原　由紀夫 佐賀 寄田　哲雄 武雄嬉野 室中　洋右 花祭 大塚　満広 北山

5 8:32 嘉村　公男 日の隈 東郷　師篤 北山 南里　　章 大和不動 棚橋　信介 ブリヂストン

6 8:40 三久保　一我 佐賀 福田　三男 花祭 兼行　研一 ブリヂストン 伊勢田　初雄 若木

7 8:48 靍久　　洋 佐賀ロイヤル 岡本　道廣 佐賀クラシック 柿添　宏樹 日の隈 唐川　與利雄 北山

8 8:56 今泉　　洋 天山 井上　定洋 佐賀ロイヤル 龍頭　宏典 ブリヂストン 藤原　　満 北山

9 9:04 石川　　満 日の隈 原岡　勝政 北山 外園　隆雄 フジ 武田　　忠 佐賀

10 9:12 田中　豊彦 武雄嬉野 藤岡　康彦 フジ 南里　憲雄 天山 島　　康信 ブリヂストン

11 9:20 中村　隆儀 武雄 片岡　新治郎 大和不動 武部　周清 武雄嬉野 菅　　幸孝 佐賀

12 9:28 野田　茂義 佐賀 徳永　清彦 唐津 小池　武宣 日の隈

13 9:36 藤本　　隆 天山 園田　繁則 佐賀 香田　　豊 若木

14 9:44 石丸　　勝 天山 宮崎　隆行 唐津 原田　金廣 武雄嬉野 川口　浩治 北山

15 9:52 宇野木　隆 ブリヂストン 山下　博利 佐賀 中山　　恵 大和不動 森重　勝清 佐賀ロイヤル

16 10:00 古賀　富夫 天山 塚本　敬一 大和不動 松永　親男 佐賀ロイヤル

17 10:08 藤原　孝喜 北山 本村　長幸 日の隈 副島　巳佐夫 武雄嬉野 高田　昌泰 唐津

18 10:16 古賀　義浩 佐賀 野田　健二 ブリヂストン 吉野　　茂 日の隈 田中　義徳 武雄嬉野

（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。

　（３）　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。

　　　 　（０９５４－２８－２５６１）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。

　（２）　病気、その他事故等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）または武雄嬉野カントリークラブ

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
（１８ホールズ・ストロークプレー）　

武雄嬉野カントリークラブ

九州ゴルフ連盟
平成１７年 ５月 １９日


