
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 入江　祐介 嘉穂 3.9 唐川　與利雄 北山 6.5 野田　　満 司ロイヤル 8.3

2 8:08 田中　哲郎 九州八幡 2.8 野中　善博 久山 5.4 外間　広志 ハウステンボス 7.3

3 8:16 大島　久 長崎パーク 3.8 内嶋　龍一 福岡レイクサイド 7.3 浦崎　和則 守礼 7.3

4 8:24 佐藤　嘉久 鹿児島シーサイド 5.1 蓑原　敏行 筑紫野 5.4 野見山　透 ミッションバレー 6.2 松田　勝吉 阿蘇 7.9

5 8:32 谷口　月晴 西日本 4.1 酒井　金五 喜々津 7.2 諸見里　安史 ジ・アッタテラス 7.0 君岩　申有千 久山 8.0

6 8:40 松尾　和樹 長崎パーク　　 3.3 吉野　恵一 福岡レイクサイド 7.9 森　秀一 熊本 6.4 大塚　満広 北山 7.8

7 8:48 荒川　英二 嘉穂 3.0 龍頭　宏典 ブリヂストン 6.4 城間　盛康 沖縄国際 7.0 堀之内　義隆 くまもと中央 7.7

8 8:56 亀元　雅樹 高千穂 3.0 的野　信一 福岡レイクサイド 4.6 杉浦　國夫 北山 6.3 鷲崎　龍博 筑紫野 8.3

9 9:04 大溝　要二 北九州 2.0 赤星　照男 北郷フェニックス 5.3 広畑　孝行 中津 7.7 重松　武文 伊都 8.1

10 9:12 岩永　秀和 くまもと城南 3.9 末永　功　　　　久山 6.4 城丸　良一 嘉穂 5.8 福田　保二 滑石 7.4

11 9:20 澄出　浩智 嘉穂 4.1 甲斐　宏一 三重 6.5 岸本　孝市 愛野 7.5 香月　秀敏 日の隈 8.3

12 9:28 田添　等 長崎パーク 10.0 石橋　克南 筑紫野 10.4 疋田　久吉 臼杵 13.6 荒川　康男 高千穂 25.8

13 9:36 運天　久 パームヒルズ 9.5 森山　忠興 北山 11.6 太田　充穂 喜々津 12.5 高橋　聖也 ミッションバレー 17.1

14 9:44 林田　和久 中九州 9.6 峠田　八徳 北九州 10.4 杉田　和隆 宮崎 13.1 松元　茂春 高千穂 23.3

15 9:52 竹本　幸三 北九州 10.4 下川　泰生 中九州 10.8 四島　英毅 筑紫野 13.5 赤嶺　文和 フジ 17.5

16 10:00 知念　義宗 守礼 11.9 濱口　恒博 北山 10.5 花山　清浩 チサン遠賀 13.1 鈴木　直吉 熊本クラウン 15.6

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 塚本　玉緒 ペニンシュラ 8.4 林　博子 北山 16.8 安部　いづみ ミッションバレー 28.8

2 8:08 本田　幸子 グランドチャンピオン 7.5 小玉　マリ子 沖縄 11.0 片山　國枝 セブンミリオン 13.1 前田　八重子 嘉穂 18.3

3 8:16 大音　美紀 佐賀 2.7 牛島　由美子 くまもと城南 8.2 森　和子 グランドチャンピオン 11.7 稲益　和子 若松 21.0

4 8:24 吉嵜　範子 周防灘 7.6 黒岩　まり子 宮崎座論梅 10.5 内田　初美 北山 11.8 藤田　玲子 パームヒルズ 20.7

5 8:32 東大森　れい子 熊本空港 6.3 中富　貴久子 ミッションバレー 10.2 大西　久美子 筑紫野 14.3 佐野　ソヨ子 嘉穂 22.0

6 8:40 今田　美和子 ペニンシュラ 8.0 植津　恵子 北九州 11.5 平峯　和美 鹿児島国際 18.5 村上　恵子 九州八幡 24.1

7 8:48 吉田　美代子 中津 9.2 今坂　美恵子 筑紫野 11.6 下村　恵 ミッションバレー 15.7 黒木　ナツエ 宮崎座論梅 23.5

8 8:56 梅野　紳太郎 北九州 10.4 佐々木　雅也 三重 10.7 高須　正治 中九州 13.4 折尾　雄二 高千穂 26.0

9 9:04 渡邉　正二郎 福岡雷山 9.8 甲斐　博 宮崎大淀 10.0 安部　正治 別府扇山 14.0 松本　祐治 天山 14.4

10 9:12 工藤　幸男 くまもと中央 9.2 笠　一正 ブリヂストン 10.4 与那嶺　清光 ユニマット沖縄 12.1 秋吉　秀尚 若松 14.0

11 9:20 岸川　誠一 長崎　 9.3 小川　義雄 北九州 10.4 荻野　達也 三重 12.6 近藤　進 伊都 14.6

12 9:28 関　嘉和 阿蘇 8.6 楢崎　久平 北山 10.9 石松　明 福岡 15.3 乾　雄三 喜々津 14.6

13 9:36 西岡　文隆 佐賀クラシック 9.5 小橋川　勝巳 守礼 11.3 高光　康徳 若松 12.4 中村　元三 長崎　 18.0

14 9:44 塩川　孝治 沖縄ロイヤル 10.5 中村　哲二 チェリー 11.5 古川　政光 北山 12.3 小柳　忠春 中九州 15.0

15 9:52 山本　成寛 ミッションバレー 9.7 堤　俊樹 日の隈 10.5 朝倉　省吾 鹿児島・鹿屋 14.8 河野　資文 中津 16.1

16 10:00 杉本　富士夫 ペニンシュラ 8.8 古田　量平 福岡 11.3 中山　龍馬 青島 15.1 山中　智徳 チェリー 24.8

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

　（４）  男子Ａクラス(アウト１～１１組)、 　男子Ｂクラス（アウト１２～１６組、 イン８～１６組)、　女子(イン１～７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、所属クラブを通じ大会競技委員会に申出ること。

　（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）または若松ゴルフ倶楽部（０９３－７４１－１２３１）

　　　 　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。

第４回  「ハンディキャップゴルフ競技 九州大会」 組合せ表
（１８ホールズ・ストロークプレー）　

若松ゴルフ倶楽部

九 州 ゴ ル フ 連 盟

平成１８年 １１月７日（火）


