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

1 8:00 田中　良彦 ザ・クラシック 久保　博史 福岡 宮崎　勇二 大博多 田中　日本明 麻生飯塚

2 8:08 二羽　宏 チェリー小倉南 野中　善博 久山 八川　徹也 夜須高原 徳永　安久 若宮

3 8:16 吉田　清利 福岡国際 伊東　勇三 芥屋 中園　俊弘 夜須高原 金丸　真司 麻生飯塚

4 8:24 西本　一則 門司 満潮　辰一郎 志摩シーサイド 高田　康夫 八女上陽 高野　一弘 福岡レイクサイド

5 8:32 秋山　卓也 ザ・クラシック 塩手　成秋 福岡雷山 田中　貴大 小郡 清水　　剛 西日本

6 8:40 堀　道彦 門司 深町　匡穗 九州 吉浦　喜二 大博多 中村　氏充 ミッションバレー

7 8:48 仲山　恭司 チサン遠賀 時松　慊蔵 筑紫ヶ丘 平山　義嗣 セントラル福岡 須尭　市男 北九州

8 8:56 古野　修治 ザ・クラシック 長野　広晃 セブンミリオン 篠原　茂行 久留米 金井　裕和 福岡レイクサイド

9 9:04 花畑　佑太郎 周防灘 井上　勘昭 西戸崎シーサイド 坂牧　一静 皐月 三島　繁文 福岡レイクサイド

10 9:12 村上　俊彦 若松 加古井　哲哉 芥屋 北島　克也 大博多 吉田　俊介 鷹羽ロイヤル

11 9:20 可児　勝信 門司 下川　和典 西戸崎シーサイド 野中　剛 大博多 田尻　美智明 ミッションバレー

12 9:28 牧野　茂 チェリー小倉南 高田　勝美 セブンミリオン 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 池尻　正路 ミッションバレー

13 9:36 中嶋　勇太 ザ・クラシック 瓦田　徳 久山 平田　竜介 ミッションバレー 清水　孝一 鷹羽ロイヤル

14 9:44 園上　健心 チサン遠賀 衛藤　仁秀 福岡 田村　三成 ミッションバレー 豊久　賀津見 鷹羽ロイヤル

15 9:52 小林　丈大 九州八幡 武田　幸一 麻生飯塚 石本　秀樹 福岡センチュリー 織田　　豊 福岡レイクサイド

16 10:00 藤永　佳昭 小倉 高尾　陽介 ミッションバレー 花城　高奈吏 九州学連 長野　清一 福岡レイクサイド

17 10:08 方志　憲二 周防灘 福島　浩一郎 北九州 中田　健太 セントラル福岡 澄出　浩智 嘉穂

18 10:16 宮崎　伸介 福岡サンレイク 時松　源蔵 筑紫ヶ丘 嘉副　彰彦 小郡 徳山　雄大 麻生飯塚

19 10:24 柴田　求仁貴 ミッションバレー 小野　雅瑛 九州高連　 岩本　辰徳 皐月 藤井　伸広 鷹羽ロイヤル

20 10:32 山下　晴彦 ミッションバレー 木村　英次 ザ・クイーンズヒル 宮下　光太郎 九州学連 清水　大介 北九州

インコース スタート               
組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属  

1 8:00 柴本　英俊 玄海 鶴　和徳 西戸崎シーサイド 山城　辰己 麻生飯塚 山口　　隆 北九州

2 8:08 仲野　秀威 福岡国際 平山　潤 久山 梶栗　史譜 鷹羽ロイヤル 渡辺　陽平 ミッションバレー

3 8:16 田中　俊巳 玄海 ADRIAN YUEN ザ・クイーンズヒル 畑　貴裕 北九州 満吉　康輔 ミッションバレー

4 8:24 石山　忠典 福岡国際 二宮　善信 九州 赤坂　友昭 八女上陽 内嶋　龍一 福岡レイクサイド

5 8:32 藤田　進 小倉 飯田　幸康 筑紫ヶ丘 中山　康弘 大博多 梶原　啓三 福岡レイクサイド

6 8:40 池田　稔臣 若松 衛藤　学 福岡 武末　亘 皐月 山根　弘一 嘉穂

7 8:48 藤枝　仁 チェリー小倉南 上　澄則 福岡雷山 谷脇　億明 皐月 阿部　敬太 ミッションバレー

8 8:56 神谷　喜久雄 ザ・クラシック 高野　靖崇 セブンミリオン 大野　徹二 大博多 近藤　正耿 北九州

9 9:04 荒川　英二 鷹羽ロイヤル 新島　光二 福岡 古賀　芳和 小郡 白水　将司 ミッションバレー

10 9:12 木村　謙治 鷹羽ロイヤル 君岩　申有千 久山 出利葉　真一郎 大博多 徳光　正則 西日本

11 9:20 野田　正 チサン遠賀 中野　好也 筑紫ヶ丘 大城　勝幸 福岡サンレイク 野見山　透 ミッションバレー

12 9:28 深町　譲治 若松 山崎　清治 セブンミリオン 江嶋　太志 八女上陽 長部　　敏 鷹羽ロイヤル

13 9:36 高城　英典 チェリー小倉南 木村　日登志 伊都 中野　大介 小郡 山中　正義 若宮

14 9:44 松崎　繁 チサン遠賀 田口　英章 筑紫ヶ丘 江口　信二 大博多 茅野　政喜 福岡レイクサイド

15 9:52 空　真一郎 門司 小西　良太 福岡雷山 福田　大象 夜須高原 金井　敏男 福岡レイクサイド

16 10:00 江藤　伸一 ザ・クラシック 上木　政章 志摩シーサイド 坪井　卓哉 大博多 伊藤　雄二 西日本

17 10:08 野上　泰生 小倉 木原　勇也 九州学連 古賀　大輔 八女上陽 岡　真一 ミッションバレー

18 10:16 石井　博明 周防灘 佐藤　和紀 大博多 久富　秀充 八女上陽 安河　正彰 ミッションバレー

19 10:24 中東　寿 チェリー小倉南 久保　和也 JR内野 石橋　正彦 大博多 射場　英輔 ミッションバレー

20 10:32 松山　英治 周防灘 谷口　月晴 西日本 大川　重信 太宰府 佐伯　憲一 ミッションバレー

注意事項
　（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。

　（４）　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１０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。
　（５）　二次予選通過者は　　名とする。なお、予選通過者にタイが出た場合はマッチングスコアカード方式により決定する。
　（６）　飲酒運転防止のため、アルコール類の摂取を禁止する。

競技委員長　　岡 部　秀 年

第３８回  「九州アマチュア選手権競技 二次予選」 組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー

小倉カンツリー倶楽部

九州ゴルフ連盟
平成２０年５月８日(木）

　（３）　練習ラウンドにおいては、必ず１個の球でプレーすること。

　（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）または小倉カンツリー倶楽部（０９３-４７１-７６１１）

　　　 　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。


