
（第４日目）

アウト スタート

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

1 8:00 西島　幸二 熊本空港 230 小林　幹平 若松 231 田村　三成 ミッションバレー 231

2 8:08 高橋　行生 宮崎国際 230 鋤田　和富 くまもと中央 230 武田　幸一 麻生飯塚 230

3 8:16 笠　　 清也 高遊原 229 河野　富男 平戸 229 富村　真治 ユニマット沖縄 229

4 8:24 緒方　康憲 鷹羽ロイヤル 228 鵜木　伸久 ブリヂストン 228 森若　光雄 周防灘 228

5 8:32 仲村　達也 喜瀬 227 仲村　譲二 ユニマット沖縄 227 山口　知之 南九州 227

6 8:40 森　　 正尚 熊本南 226 山之口　章大 鹿児島シーサイド 226 勇　　 賢悟 南九州 227

7 8:48 工藤　亜沙希 佐賀 225 高橋  誠一 大分竹中 225 坪井　卓哉 大博多 225

8 8:56 荒川　英二 鷹羽ロイヤル 224 永田　満 北山 224 大川　重信 太宰府 224

9 9:04 岡沢  勇樹 大分富士見 224 山元　貴大 鹿児島・鹿屋 224 松村　康博 湯の浦 224

10 9:12 重永　亜斗夢 三井グリーンランド 223 新穂　芳昌 嘉穂 223 山本　純也 長崎 223

11 9:20 手嶋　宗一朗 熊本南 221 仲西　盛弘 高遊原 221 野元　貴弘 鹿児島シーサイド 222

12 9:28 大野　哲也 宮崎座論梅 219 白水　将司 ミッションバレー 219 尾方　友彦 三井グリーンランド 221

13 9:36 大倉　清 大博多 217 牛島　中 ミッションバレー 218 野上　英司 ミッションバレー 218

イン スタート                    

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

1 8:00 宮﨑　栄次郎 福岡サンレイク 231 板井  竜太 臼杵 231

2 8:08 並河　利隆 二丈 231 松藤　健太 花祭 231 花城　髙奈吏 九州学連 231

3 8:16 田中　匡 大博多 231 上門　貞夫 琉球 231 野田　尚登 久留米 232

4 8:24 安楽　秀隆 蒲生 232 狩俣　慶大 九州高連 232 出利葉　真一郎 大博多 232

5 8:32 坂田　幸生 高遊原 233 下川　和典 西戸崎シーサイド 233 小山　貢志郎 不知火 233

6 8:40 岩本　聖司 久住高原 233 中山　勇一 三州 233 髙谷　敏征 喜々津 233

7 8:48 瓦田　徳 久山 234 小濱　祐樹 若木 234 守田　和義 佐世保 234

8 8:56 山本　勇樹 熊本南 234 福山　浩介 愛野 235 久保　和也 ＪＲ内野 235

9 9:04 山口　和夫 佐賀クラシック 236 古賀　雄二 チサン森山 236 谷脇　億明 皐月 236

10 9:12 渡邉  陽平 ミッションバレー 236 方志　憲二 周防灘 236 佐々木 謙太朗 臼杵 237

11 9:20 山出　耕三 祁答院 237 松岡　勇作 熊本南 237 伊東　龍志 高遊原 237

12 9:28 塚根　卓弥 大村湾 237 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 238 松本  康秀 臼杵 239

13 9:36 豊村　昭司 ハウステンボス 239 遠山　秀明 ミッションバレー 239 福田　洋平 平戸 240

14 9:44 吉田　俊介 鷹羽ロイヤル 241 安永　龍浩 大博多 245 糸山　和臣 北山 247

（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。

　（２）　病気、その他事故等により欠場する場合は、所属クラブを通じ事前に九州ゴルフ連盟（０９２－７５１－０９５５）に文書で通知すること。

　　　 　また競技当日の場合は、スタート３０分前までに佐賀クラシックゴルフ倶楽部（０９５２－７５－２００１）に必ず連絡すること。

　　　　 なお無届欠場の場合は、理由の如何を問わず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付近で待機すること。

　（４）　飲酒運転防止のため、アルコール類の摂取を禁止する。

　　　　開 催 日 ： 平成１９年６月 ３日
　　　　コ ー ス　： 佐賀クラシックゴルフ倶楽部

競技委員長　　古 賀　秀 策

第３７回  「九州アマチュア選手権競技 決勝」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

　　　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 


