
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 徳留　修 南九州 北　　義一 島津 上山　秀満 鹿児島ガーデン 井上　裕之 湯の浦

2 8:08 谷本　親志 大隅 田中　俊一 鹿児島シーサイド 鬼塚脇　香 鹿児島・鹿屋 小田　博之 喜入

3 8:16 岩崎　久雄 奄美 伊地知　勇一 知覧 近川　正幸 鹿児島垂水 福崎　廣美 鹿児島

4 8:24 西川　正寛 錦江 中村　宗和 いぶすき 中原　雪男 南国 寺田　重則 種子島

5 8:32 寿福　時彦 南九州 浜島　従道 島津 川畑　英機 鹿児島ガーデン 竹下　一美 湯の浦

6 8:40 三宅　廣則 大隅 中島　好巳 鹿児島シーサイド 谷山　保徳 鹿児島・鹿屋 馬場　文雄 喜入

7 8:48 奥　岩博 奄美 川野　　操 知覧 中村　　斉 鹿児島垂水 宮田　重昭 鹿児島

8 8:56 外園　敦美 錦江 宮屋敷　己明 いぶすき 掛上　哲雄 南国 岩石　不二男 種子島

9 9:04 尾島　純市 南九州 森　　武俊 島津 大重　彬 鹿児島ガーデン 中原　富四郎 湯の浦

10 9:12 松下　広海 大隅 小吉　利明 鹿児島シーサイド 中川路　修 鹿児島・鹿屋 福崎　弘美 喜入

11 9:20 上津　利春 奄美 山内　耕作 知覧 神田　国義 鹿児島垂水 濱田　澄夫 鹿児島

12 9:28 外園　澄隆 錦江 神園　幸人 いぶすき 愛甲　久良 南国 村川　　昇 種子島

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

1 8:00 松永　隆幸 南九州 桑水流　博文 島津 二俣　廣明 鹿児島ガーデン 松村　康博 湯の浦

2 8:08 岩元　孝 大隅 後潟　善久 鹿児島シーサイド 上木原　章吾 鹿児島・鹿屋 松下　誠 喜入

3 8:16 上野　孝治 奄美 吉留　英俊 知覧 津曲　兼章 鹿児島垂水 米澤　和信 鹿児島

4 8:24 鮫島　裕 錦江 濱田　静樹 いぶすき 井料　　昭 南国 池亀　広満 種子島

5 8:32 小屋敷　幸二 南九州 前迫　哲朗 島津 松田　敏雄 鹿児島ガーデン 福添　龍作 湯の浦

6 8:40 松下　健太郎 大隅 今村　寛見 鹿児島シーサイド 小山　明彦 鹿児島・鹿屋 堀之内　勝 喜入

7 8:48 荒垣　継生 奄美 大西　儀朋 知覧 和田　国泰 鹿児島垂水 中村　誠 鹿児島

8 8:56 木場　政博 錦江 宮崎　信行 いぶすき 後堂　幸夫 南国 宮園　繁美 種子島

9 9:04 勇　賢悟 南九州 脇田　克朗 島津 野間口　治美 鹿児島ガーデン 徳永　和洋 湯の浦

10 9:12 田畑　洋一 大隅 上坊　悟 鹿児島シーサイド 森　　浩幸 鹿児島・鹿屋 木村　芳樹 喜入

11 9:20 田中　広文 奄美 大牟禮　睦 知覧 吉田　光弘 鹿児島垂水 西田　貢 鹿児島

12 9:28 中薗　幸男 錦江 牧角　寛郎 いぶすき 内門　一郎 南国 坂口　五男 種子島

　（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。

　（４）  スタートの呼出しは一切行わないので、自分のスタート時間５分前までにはスターティングホール付近で待機すること。

第１６回 インタークラブ鹿児島県南部地区競技大会  組合せ表
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九州ゴルフ連盟

平成１７年８月２５日

注意事項

　（３）　練習ラウンドは、必ず１個のボールを打ってプレーを行うこと。

　（２）　出場選手に事故等があって出場できなくなった場合は、競技開始３０分前までに大会競技委員会へ交替届けを提出の上

　　　 　補欠選手と交替する事ができる。


