
■主催　　 九州ゴルフ連盟

■開催日　平成１8年8月3日

■コース　　ミッションバレーゴルフクラブ

組 スタート 氏　　名 所属 氏　　名 所属 氏　　名 所属 氏　　名 所属

1 8:00 *日野　純一 ミッションバレー *福島　浩一郎北九州 児島　信介 ＭＩＤアメリカン 沢井　紀之 芥屋

2 8:08 *田中　日本明北九州 *満吉　康輔 ミッションバレー 森　正也 ＭＩＤアメリカン 吉本　健太 芥屋

3 8:16 *下村　克彦 ミッションバレー *岩下　年明 ザ・クラッシック 中村　興市 鷹羽ロイヤル 田中　耕太郎 福岡

4 8:24 *緒方　康憲 鷹羽ロイヤル *澄出　浩智 嘉穂 田中　栄二 ミッションバレー 森脇　郁夫 カメリア８０

5 8:32 *近藤　雅則 ミッションバレー *植田　健造 西日本 西元　義人 周防灘 金子　剛士 鷹羽ロイヤル

6 8:40 *須尭　市男 北九州 *伊勢田　直 ミッションバレー 柳田　博司 周防灘 金海　安州之 福岡レイクサイド

7 8:48 *竹井　充晴 ミッションバレー *松崎　繁 チサン 三木　康敬 立花ゴルフ 森　貴之輔 茜

8 8:56 *金元　三紀男チサン *鍵野　忠彦 ミッションバレー 石村　知之 フリー 佐々木　正樹 ジャンボゴルフ

9 9:04 *高尾　陽介 ミッションバレー *梶原　宏充 鷹羽ロイヤル 岡田　泰志 福岡国際 中脇　優一 チェリー

10 9:12 *安河　正彰 北九州 *上田　浩一 ミッションバレー 柴田　昇 門司 永原　将 鷹羽ロイヤル

11 9:20 *遠山　秀明 ミッションバレー *松山　英治 周防灘 *吉野　恵一 福岡レイクサイド 古川　博紹 西日本

12 9:28 *野上　泰生 小倉 *白水　将司 ミッションバレー *的野　信一 福岡レイクサイド 鈴木　雄太 西日本

13 9:36 *福島　和馬 チェリー *友岡　大介 ミッションバレー *石見　祐次 北九州 岩本　真吾 西日本

14 9:44 *藤永　佳昭 九州ゴルフ *長野　清一 福岡レイクサイド *園上　健心 チサン 吉田　剛一 ミッションバレー

組 スタート 氏　　名 所属 氏　　名 所属 氏　　名 所属 氏　　名 所属

1 8:00 *岡　真一 ミッションバレー *相本　慶二郎麻生飯塚 藤池　展久 ＪＲ内野 堀江　俊平 太平洋クラブ

2 8:08 *入江　祐介 嘉穂 *田仲　将也 ミッションバレー 山口　譲 フリー 中野　寿昭 セイコウ

3 8:16 *田尻　美智明ミッションバレー *新井　友京 ザ・クラッシック 矢澤　洋次郎 福岡国際 山部　泰樹 セイコウ

4 8:24 *石橋　修三 北九州 *射場　英輔 ミッションバレー 松崎　直哉 福岡国際 松尾　篤志 ミッションバレー

5 8:32 *八木　昇 ミッションバレー *末延　武敏 西日本 合田　幸男 嘉穂 松永　正州 小倉

6 8:40 *藤原　繁則 北九州 *横田　一 ミッションバレー 松岡　正臣 フリー 大下　登志博 フリー

7 8:48 *井口　省三 ミッションバレー *池永　達也 チサン 藤田　弘志 チェリー 森岡　崇 福岡レイクサイド

8 8:56 *近藤　正耿 北九州 *藤本　光司 ミッションバレー 安部　真也 ＴＲＣスポーツ 中嶋　昭広 阿蘇やまなみ

9 9:04 *山田　和友 ミッションバレー *藤井　伸広 鷹羽ロイヤル 大西　喜哲 フリー 八城　修治 フリー

10 9:12 *金井　敏男 福岡レイクサイド *渡辺　陽平 ミッションバレー *井上　康夫 嘉穂 西　宣彰 西日本

11 9:20 *野上　英司 ミッションバレー *山本　宣正 周防灘 *豊沢　卓郎 北九州 舛岡　秀俊 西日本

12 9:28 *久保　和也 ＪＲ内野 *緒方　比呂志嘉穂 *内嶋　龍一 福岡レイクサイド 遠山　竜大 ミッションバレー

13 9:36 *平田　竜介 高校ゴルフ連盟 *伊鹿倉　実 嘉穂 *三島　繁文 福岡レイクサイド 村上　雄一 ミッションバレー

（注） （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。　　　　　　　　　　　(※印　アマチュア選手)

（２）  病気、その他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

　　　　ミッションバレーゴルフクラブ（09496-2-6200）に必ず連絡すること。なお、無届欠場の場合は、次年度までの連盟主催競技の参加を認めない。

（３）  練習ラウンドを行う場合には、必ず１個のボールでプレーすること。

2006 九 州 オ ー プ ン ゴ ル フ 選 手 権 競 技 予 選 組 合 せ

アウトコース　スタート

インコース　スタート

18ホール・ストロークプレー


