
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 光武　伊佐夫 佐賀クラシック 岸川　秀俊 天山 藤井　克吉 北山

2 8:08 四方田　貞雄 佐賀 北川　 　登 天山 松尾　　 光 佐賀ロイヤル 唐川　與利雄 北山

3 8:16 田辺　智彦 北山 栗原　英一郎 佐賀ロイヤル 岡本　道廣 武雄 牟田　利男 日の隈

4 8:24 久冨　正廣 ブリヂストン 山口　晴輝 武雄嬉野 三原　将美 佐賀 岩本　武文 北山

5 8:32 宮﨑　恒夫 佐賀 廣瀧　和康 北山 古賀　芳則 若木 堤　 　謙太 日の隈

6 8:40 今泉　 　洋 天山 尾崎　　 高 北山 高橋　孝吉 佐賀ロイヤル 案納　邦博 佐賀

7 8:48 西原　 　清 佐賀ロイヤル 嘉村　公男 北山 今泉　幸彦 天山 杉　　 健三 ブリヂストン

8 8:56 近藤　雅則 北山 久保　和男 唐津 野中　耕二 佐賀 本村　康人 ブリヂストン

9 9:04 杉浦　國夫 北山 渡辺　幸一 武雄嬉野 龍頭　宏典 ブリヂストン 吉住　秀美 佐賀ロイヤル

10 9:12 青木　英樹 唐津 竹中　文雄 北山 内野　和久 日の隈 浜野　洋五 ブリヂストン

11 9:20 吉永　愼二 武雄嬉野 塚本　敬一 佐賀クラシック 深川　光雪 北山

12 9:28 北原　滋夫 佐賀ロイヤル 松永　親男 佐賀ロイヤル 中島　　 薫 日の隈

13 9:36 園田　繁則 佐賀 森重　勝清 佐賀ロイヤル 米光　國雄 日の隈

14 9:44 古賀　勝也 フジ 上瀧　忠吉 北山 吉牟田　正 佐賀クラシック 小池　武宜 日の隈

15 9:52 山下　博利 佐賀 永田　勝郎 北山 川久保　乙彦 フジ 廣重　純男 日の隈

16 10:00 西川　　 守 天山 田中　義徳 武雄嬉野 井手口　強 佐賀クラシック 永守　　 浩 日の隈

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 寄田　哲雄 武雄嬉野 山田　勝春 北山 高尾　賢治 ブリヂストン

2 8:08 香月　茂夫 武雄 坂本　穂積 唐津 毛利　弘毅 北山 財津　幸雄 ブリヂストン

3 8:16 南里　憲雄 天山 原　　 正人 佐賀 中溝　 　勲 武雄嬉野 原岡　勝政 北山

4 8:24 小柳　正則 フジ 吉武　義紹 日の隈 大塚　 　淳 北山 小森　政博 佐賀クラシック

5 8:32 三原　由紀夫 佐賀 小森　一人 佐賀ロイヤル 森永　　 昇 天山 大塚　満広 北山

6 8:40 糸山　正則 フジ 三久保　一我 佐賀 酒井　常雄 北山 森　 　好徳 唐津

7 8:48 高島　和憲 天山 川崎　一平 北山 楢原　慎一 佐賀 兼行　研一 ブリヂストン

8 8:56 小池　政夫 佐賀クラシック 深谷　澄男 佐賀ロイヤル 石川　 　満 日の隈 伊佐　徹雄 北山

9 9:04 東野　成興 北山 船橋　嵩弘 佐賀 吉田　省三 佐賀ロイヤル 栗巣野　信男 佐賀クラシック

10 9:12 森園　信行 日の隈 森山　彰高 ブリヂストン 川口　純廣 北山 船津　泰司 佐賀ロイヤル

11 9:20 松本　膺男 佐賀 江田　弘禧 ブリヂストン 靍久　　 洋 佐賀ロイヤル 金川　俶久 若木

12 9:28 安岡　伸幸 北山 相浦　弘行 佐賀 石丸　　 勝 天山 原田　金廣 武雄嬉野

13 9:36 小峰　良樹 唐津 野口　昌邦 若木 池永　博逑 佐賀ロイヤル 山下　一幸 ブリヂストン

14 9:44 菅　　 幸孝 佐賀 藤岡　康彦 フジ 楢崎　久平 北山 梶原　鶴雄 武雄

15 9:52 吉本　勝太郎 天山 井上　定洋 佐賀ロイヤル 内川　一良 日の隈 時任　英俊 佐賀

16 10:00 田島　昭義 フジ 龍　　　　弘 佐賀 雨郡　　 滋 佐賀クラシック 八谷　泰正 ブリヂストン

17 10:08 井上　良久 唐津 藤原　　 満 北山 田中　宏実 日の隈 山田　明隆 天山

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）　シニア　OUT １組～１０組  IN １組～１０組　　ミッドシニア　IN １１組～１７組　 グランドシニア　OUT １１組～１６組  

（６）　飲酒運転防止のため、アルコール類の摂取を禁止する。

（７）　本予選通過人数は、シニア１５名、ミッドシニア７名、グランドシニア５名とする。

競技委員長　　永　田　　満

「九州シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権競技 予選」 組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー

ブリヂストンカンツリー倶楽部

九州ゴルフ連盟

平成２０年５月２０日(火）

（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）またはブリヂストンカンツリー倶楽部

　　　 （０９４２－８３－５１０１）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。


