
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 7:00 藤田　　進 小倉 真鍋　高光 大博多 本多　義雄 大分竹中

2 7:08 神原　武男 周防灘 長野　光弘 祁答院 堀之内　義隆 くまもと中央 牧　　忠徳 八代

3 7:16 谷脇　億明 皐月 花城　康勝 沖縄ロイヤル 徳留　修 南九州 今城　瑛夫 若松

4 7:24 西村　　寛 熊本南 長嶺　　篤 宮崎国際 時松　慊藏 筑紫ヶ丘 遠山　秀明 ミッションバレー

5 7:32 脇園　良二 蒲生 近藤　雅則 北山 松本　康秀 臼杵 水田　順一 宮崎座論梅

6 7:40 横田　満久 佐世保 仲村　清雄 ユニマット沖縄 久保　和男 唐津 有田　正之 大分富士見

7 7:48 宮崎　愼一 宮崎レイクサイド 尾藤　牧衛 島原 鬼塚脇　香 鹿児島・鹿屋 衛藤　　学 福岡

8 7:56 浦　　信夫 三井グリーンランド 浅野　茂 大村湾 宮井　厚義 小倉 篠塚　武久 大博多

9 8:04 小川　雅彦 大分竹中 永野　勝利 周防灘 淵上　澄一 祁答院 金山　正浩 くまもと中央

10 8:12 小馬田　猛 八代 中島　照海 皐月 伊波　興隆 沖縄ロイヤル 寿福　時彦 南九州

11 8:20 池内　弘純 若松 杉本　博明 熊本南 野々垣　猛 宮崎国際 田島　雅二 筑紫ヶ丘

12 8:28 山本　政実 ミッションバレー 江嵜　千年 蒲生 尾崎　　高 北山 亀井　紀行 臼杵

13 8:36 山本　周作 宮崎座論梅 青井　眞一 佐世保 新垣　淑孝 ユニマット沖縄 井上　良久 唐津

14 8:44 宮崎　正男 大分富士見 石山　利男 宮崎レイクサイド 山本　紀 島原 谷山　保徳 鹿児島・鹿屋

15 8:52 末石　　晃 福岡 熊沢　敬治 三井グリーンランド 松山　　勝 大村湾 土本　知之 小倉

16 9:00 馬場　隼人 大博多 池辺　輝夫 大分竹中 相良　忠信 周防灘 田中　清文 祁答院

17 9:08 田口　　保 くまもと中央 船津　信行 八代 下田　敬一 皐月 仲宗根　朝啓 沖縄ロイヤル

18 9:16 尾島　純市 南九州 池田　稔臣 若松 秋吉　高明 熊本南 梶浦　政博 宮崎国際

19 9:24 川崎　信廣 筑紫ヶ丘 山田　和友 ミッションバレー 時田　浩 蒲生 安岡　伸幸 北山

20 9:32 荻本　俊雄 臼杵 仮屋　安則 宮崎座論梅 山下　伸次郎 佐世保 伊芸　　宏 ユニマット沖縄

21 9:40 夏秋　洋一 唐津 和田　正富 大分富士見 加藤　征八郎 宮崎レイクサイド 川田　徳行 島原

22 9:48 中川路　修 鹿児島・鹿屋 田口　博文 福岡 島　　君男 三井グリーンランド 鶴野　容壱 大村湾

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

1 7:00 野上　泰生 小倉 石橋　政彦 大博多 高橋　誠一 大分竹中

2 7:08 尾家　清孝 周防灘 山出　耕三 祁答院 鋤田　和富 くまもと中央 下崎　健治 八代

3 7:16 飛松　晋作 皐月 浜元　良夫 沖縄ロイヤル 松永　隆幸 南九州 岡部　太郎 若松

4 7:24 松尾　喜久男 熊本南 野村　年秋 宮崎国際 武富　徹郎 筑紫ヶ丘 竹井　充晴 ミッションバレー

5 7:32 安楽　秀隆 蒲生 永田　　満 北山 小代　真幸 臼杵 大野　哲也 宮崎座論梅

6 7:40 山口　晴輝 佐世保 神谷　正信 ユニマット沖縄 田中　靖隆 唐津 永谷　信一 大分富士見

7 7:48 棚田　敏文 宮崎レイクサイド 酒井　忠則 島原 上木原　章吾 鹿児島・鹿屋 衛藤　仁秀 福岡

8 7:56 坂田　隆幸 三井グリーンランド 荒川　広二 大村湾 藤野　俊夫 小倉 大野　徹二 大博多

9 8:04 丸崎　博泰 大分竹中 方志　憲二 周防灘 小平　和政 祁答院 河北　敏彦 くまもと中央

10 8:12 園田　英雄 八代 森山　哲治 皐月 照喜名　朝則 沖縄ロイヤル 小屋敷　幸二 南九州

11 8:20 小林　幹平 若松 牧本　　均 熊本南 高橋　行生 宮崎国際 飯田　幸康 筑紫ヶ丘

12 8:28 髙尾　陽介 ミッションバレー 大山　　剛 蒲生 田辺　智彦 北山 佐々木　謙太朗 臼杵

13 8:36 中原　俊一 宮崎座論梅 中村　信一 佐世保 當眞　嗣彦 ユニマット沖縄 松本　照久 唐津

14 8:44 綾部　宏一 大分富士見 益山　松三 宮崎レイクサイド 山崎　聖一 島原 小山　明彦 鹿児島・鹿屋

15 8:52 川野　　智 福岡 梅田　祐二 三井グリーンランド 吉村　正伸 大村湾 末松　和憲 小倉

16 9:00 坪井　卓哉 大博多 土谷　雅博 大分竹中 森若　光雄 周防灘 安藤　和浩 祁答院

17 9:08 辻田　昭吾 くまもと中央 今田　浩一 八代 日高　義孝 皐月 宮城　正彦 沖縄ロイヤル

18 9:16 大田　千秋 南九州 前田　　隆 若松 増田　　徹 熊本南 石橋　福美 宮崎国際

19 9:24 中野　好也 筑紫ヶ丘 野上　英司 ミッションバレー 松林　年浩 蒲生 黒石　尚登 北山

20 9:32 板井　竜太 臼杵 三輪　武久 宮崎座論梅 山口　龍良 佐世保 比嘉　賀信 ユニマット沖縄

21 9:40 宮口　寛嗣 唐津 岡澤　勇樹 大分富士見 川越　孝一 宮崎レイクサイド 山本　真三 島原

22 9:48 森　　浩幸 鹿児島・鹿屋 進藤　裕明 福岡 服部　隆博 三井グリーンランド 田川　稔 大村湾

（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）　練習ラウンドを行う場合には、必ず１個のボールを打ってプレーを行うこと。

　（２）　出場選手が病気、事故等により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届け出の上、補欠選手と

　　　 　交替する事ができる。

第３５回 九州インタークラブ競技大会 決勝 組合せ表
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