
主    催  ： 

開 催 日 ： 

コ ー ス　： 

アウトコース 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 8:30 永川　　茂 大村湾 3.8 野原　寿夫 喜々津 6.4 杉谷　聡昭 長崎国際 7.1

2 8:38 大島　　久 長崎パーク 3.8 後藤　久雄 滑　石 6.3 藤岡　靖史 ペニンシュラ 7.1

3 8:46 橋本　　斉 島　原 3.8 田中　孝博 長崎パーク 5.9 岩本　博治 喜々津 7 福田　保二 滑　石 8.4

4 8:54 江口　利幸 滑　石 3.6 池田　稔巳 平　戸 5.4 北川　文俊 長　崎 7 松尾　辨尚 喜々津 8.4

5 9:02 松尾　和樹 長崎パーク 3.3 田島　伸尚 喜々津 5.4 山口　卓宏 平　戸 6.9 古谷　直也 滑　石 8.3

6 9:10 東　　政人 ペニンシュラ 3.1 井上　弘治 長崎パーク 5.4 島田　雄一 島　原 6.9 毛利　　卓 平　戸 8.3

7 9:18 浅野　　茂 大村湾 2.9 坂田　眞助 喜々津 5.2 中村　　隆 ペニンシュラ 6.8 亀山　清廣 島　原 8.2

8 9:26 作本　勝教 大村湾 2.9 志田　昌彦 長崎パーク 4.9 石川　泰啓 喜々津 6.7 町田　久男 長　崎 8

9 9:34 田川　　稔 大村湾 1.9 永富　敬康 長崎国際 4.7 村島　保治 平　戸 6.7 酒井　金五 喜々津 7.2

10 9:42 高谷　敏征 喜々津 1.2 髙見　文彦 平　戸 4.1 中村　憲市 ペニンシュラ 6.7 草野　義一 島　原 7.5

11 9:50 小畑　誠一 長崎国際 1.1 田中　俊彦 喜々津 4.1 小林　繁寿 島　原 6.4 岸本　孝市 愛　野 7.5

12 9:58 境　　　勉 喜々津 0.8 吉永　幸徳 島　原 4 安本　輝久 長崎パーク 6.6 外間　広志 ハウステンボス 7.3

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 8:30 野島　　剛 大村湾 9.6 諸岡　　進 ペニンシュラ 10.9 横田　　勝 島　原 16.1

2 8:38 坂口　和敏 大村湾 9.6 津田　一臣 滑　石 10.5 古賀　　実 長　崎 14

3 8:46 織田　雅雄 長崎国際 9.4 毛利　功一 大村湾 10.6 村山　正勝 ペニンシュラ 13 乾　雄三 喜々津 14.6

4 8:54 岸川　誠一 長　崎 9.3 池井　正勝 ペニンシュラ 10.1 永渕　達也 大村湾 14.4 横田　陵一 愛　野 18.9

5 9:02 福田　美代喜 喜々津 9 田添　　等 長崎パーク 10 上田　敬昭 島　原 12.8 赤川　美彦 大村湾 24.9

6 9:10 坂瀬　一輝 長崎国際 9 川村　昭夫 オーシャンパレス 10 太田　充穂 喜々津 12.5 田中　和義 長崎パーク 18.2

7 9:18 堀　　宏文 オーシャンパレス 9 前川　義邦 平　戸 10 山田　　豊 大村湾 11.5 小林　　秀 ペニンシュラ 15.2

8 9:26 杉本　富士夫 ペニンシュラ 8.8 三上　信次 大村湾 9.6 山下　和彦 チサン　　森山 12.4 太田　生夫 喜々津 15.8

9 9:34 古瀬　弘樹 大村湾 8.6 森　　靖志 ペニンシュラ 9.8 北浦　信之 平　戸 11.9 中村　元三 長　崎 18

10 9:42 塚本　玉緒 ペニンシュラ 8.4 松尾　順子 ペニンシュラ 10 上田　端世 喜々津 16.6 中村　恭子 長崎国際 28

11 9:50 今田　美和子 ペニンシュラ 8 松本　須美子 長崎国際 11 石橋　由美子 大村湾 12.4 太田　冨子 喜々津 27.6

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。

　（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）または喜々津カントリー倶楽部（０９５７－４３－０２２３）

　　　 　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）  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。

　（４）  男子Ａクラス(アウトコース１～１２組)、男子Ｂクラス（インコース１～９組)、女子（インコース１０～11組）

  （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。

第４回  「ハンディキャップゴルフ競技 長崎県地区大会」 組合せ

九 州 ゴ ル フ 連 盟

平成１８年 １０月１２日（木）

（１８ホールズ・ストロークプレー）　

喜々津カントリー倶楽部


