
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 8:00 坂瀬　一輝 長崎国際 6.4 宮崎　好徳 滑石 7.6 平山　昭教 長崎パーク 7.9

2 8:08 永川　茂 大村湾 3.8 前田　秀樹 長崎パーク 7.0 森　邦芳 長崎国際 7.3 日高　勝美 滑石 8.2

3 8:16 松尾　和樹 長崎パーク 5.1 町田　久男 長崎 7.0 辻　義光 つくも 8.2 園田　幾康 長崎国際 8.4

4 8:24 平川　修二 佐世保国際 6.2 根路銘　洋 佐世保 6.4 北川　文俊 長崎 7.0 中川　辰三 ペニンシュラ 7.6

5 8:32 園田　直人 長崎国際 3.2 片山　蓚 滑石 6.0 家入　教次 チサン森山 6.1 岸川　誠一 オーシャンパレス 7.2

6 8:40 永富　敬康 長崎国際 3.9 浅野　茂 大村湾 5.4 吉田　毅 オーシャンパレス 7.1 古谷　直也 滑石 7.2

7 8:48 島田　雄一 島原 4.5 原　伸介 島原 5.4 亀山　清廣 島原 7.2 近藤　誠 長崎国際 6.0

8 8:56 山崎　聖一 島原 3.4 水田　長一 島原 3.5 太田　良幸 島原 3.7 吉永　幸徳 島原 4.0

インコース スタート               

組 スタート 氏      名 所      属 HD 氏      名 所      属 氏      名 所      属 HD 氏      名 所      属 HD  

11 8:00 田口　恭一 長崎パーク 11.0 横田　良昌 島原 14.5 田川　幸盛 ペニンシュラ 15.2

12 8:08 中野　洋一 大村湾 9.6 坂口　浩之 滑石 9.9 有田　好史 長崎パーク 15.0 菊田　陽一 島原 17.5

13 8:16 田添　等 長崎パーク 9.8 原口　康則 大村湾 11.9 小溝　幸一 滑石 13.2 安達　司郎 島原 21.4

14 8:24 平山　計之 佐世保国際 8.9 山口　俊一 つくも 15.1 津田　一臣 滑石 13.4 福島　慎司 島原 25.4

15 8:32 江口　慧 つくも 11.3 吉岡　秀訓 島原 11.5 松永　憲善 佐世保国際 13.9 中村　元三 長崎 18.0

16 8:40 山田　利之 喜々津 9.2 横田　勝 島原 11.7 三末　安昭 佐世保国際 13.9 古賀　實 長崎 15.0

17 8:48 松尾　芳徳 喜々津 10.1 山下　和彦 チサン森山 12.4 上田　敬昭 島原 12.8 大浦　秀樹 長崎国際 13.2

18 8:56 山下　律子 長崎パーク 10.2 仁田脇　春美 長崎パーク 15.8 白石　明美 長崎 16.0

19 9:04 今田　美和子 ペニンシュラ 8.0 長谷　敦子 長崎国際 9.1 北川　律子 チサン森山 9.7

　（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。

競技委員長　　高　橋　　朗

注意事項

主    催  ： 

開 催 日 ： 

コ ー ス　： 

  （５）  飲酒運転防止のため、アルコール類の摂取を禁止する。

　（２）　病気、その他の事由により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟（０９２-７５１-０９５５）に、所属クラブを通じ文書で通知すること。なお、大会前日以降は

　　　 　長崎パークカントリークラブ（０９５９-２７-１９１１）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）　男子Aクラス・・・ OUTコース1～8組　　　男子Bクラス・・・INコース 11～17 組、 　　女子の部・・・INコース18～19組

  （４）  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。

第６回  「ハンディキャップゴルフ競技 長崎県地区大会」 組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー

長崎パークカントリークラブ

九州ゴルフ連盟

平成２０年１０月１５日(水）


