
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 ＨＤ 氏      名 所     属 ＨＤ 氏      名 所     属 ＨＤ 氏      名 所     属 ＨＤ

1 8:00 高浜　詔治 肥後 4.3 多羅　洋平 三井 4.6 森　 秀一 熊本 6.6

2 8:08 平山　博文 肥後 4.4 倉吉　康義 中九州 5.8 堀之内義隆 中央 7.7 河野　安彦 城南 7.8

3 8:16 吉野　武司 肥後 4.3 毛利　為蔵 矢部 6.0 井手口　哲野 中九州 7.0 吉田　美富 阿蘇 7.4

4 8:24 浦口　孝徳 城南 3.8 上谷　一史 三井 6.1 工藤　則和 矢部 7.4 野田　　満 司ロイヤル 8.3

5 8:32 岩永　秀和 城南 3.3 佐藤　征勝 クラウン 6.0 太田　義彦 玉名 7.3 松田　勝吉 阿蘇 7.9

6 8:40 花田　正文 肥後 3.2 池松　祐二 見上 6.3 谷口　　勝 球磨 7.3 太田　和成 熊本南 7.7

7 8:48 花山　雄太 三井 2.2 境　　　司 熊本 4.6 濱田　俊哉 肥後 5.3 汐待　孝臣 中九州 7.7

8 8:56 戸川　龍子 高遊原 7.8 森　　和子 グランド 11.7 太田美津江 熊本南 19.8

9 9:04 森川　麗子 三井 7.0 山本　要子 高遊原 13.8 古閑江美子 阿蘇 18.4

10 9:12 本田　幸子 グランド 7.5 平岡フミ子 グリーンヒル 9.1 寺嶋　誠子 阿蘇 9.6 井村　美恵 高遊原 15.6

11 9:20 東大森れい子 熊本空港 6.3 牛島由美子 城南 8.2 西　　勝代 熊本 10.0 岩下　和子 阿蘇 17.3

12 9:28 田中まゆみ 三井 4.0 生田八千代 高遊原 9.6 山口　絹江 熊本 13.0 北　　節子 阿蘇 17.5

インコース スタート               

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

1 8:00 林田　和久　 中九州 9.6 西村　孝生 熊本 10.5 池上　正純 阿蘇 13.3

2 8:08 工藤　幸男 中央 9.2 植杉　乾蔵 球磨 9.5 山口　弘隆 玉名 13.2 渡辺　剛士 肥後 10.4

3 8:16 関　　嘉和 阿蘇 8.6 木下　英文 中九州 10.6 佐藤　徳郎 熊本空港 12.2 橋本　洋一 熊本 15.9

4 8:24 小林洋次郎 菊池高原 9.1 下川　泰生 中九州 10.8 斉藤　新作 高遊原 10.9 小野　圭介 熊本空港 19.1

5 8:32 藤河　繁利 熊本空港 9.5 吉村二三弥 クラウン 10.0 大村　正秀 城南 11.0 小柳　忠春 中九州 15.0

6 8:40 梶原　秋人 クラウン 9.0 池田　親夫 熊本空港 10.9 古澤　啓男 熊本 13.0 寺内　藤次 中九州 19.6

7 8:48 日隈　之勝 熊本空港 9.6 田中　正光 阿蘇 9.5 谷水　豪樹 三井 11.1 森田　茂政 中九州 15.6

8 8:56 新開　成美 中九州 9.0 金坂　光祐 鹿北 10.9 田中　清士 グリーンヒル 15.2 福田　智三朗 阿蘇 17.6

9 9:04 松尾　敏行 司ロイヤル 9.4 林田　次男 熊本空港 10.3 高須　正治 中九州 13.4 下津浦正明 阿蘇 30.4

10 9:12 岩崎　　稔 阿蘇 9.3 小林　明央 熊本空港 10.2 佐々木　常 中九州 14.3 鈴木　直吉 クラウン 15.7

11 9:20 仙頭　桂典 菊池高原 9.7 田中　康弘 中九州 10.9 鳥飼　勇喜 熊本空港 11.7 牧山　　浩 阿蘇 18.2

注意事項
　（１）  上記の参加者に欠場が出た場合、組合せの一部を変更することがある。

　（４）  男子Ａクラス(杵島コース1～7組)、男子Ｂクラス（中岳コース1～11組)、女子（杵島コース8～12組）

第４回  「ハンディキャップゴルフ競技熊本県地区大会」 組合せ

阿蘇ゴルフ倶楽部

九 州 ゴ ル フ 連 盟

平成１８年 １０月３日（火）

（１８ホールズ・ストロークプレー）　

  （５）　組合せに記載しているハンディキャップに変更があった場合は、速やかに大会競技委員会に届け出ること。

　（３）  スタートの呼び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で待機すること。

　（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（０９２－７５１－０９５５）または阿蘇ゴルフ倶楽部（０９６７－２４－５００１）

　　　 　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。


