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ＯＵＴスタート コース

組 スタート 氏 名 Ｈ Ｄ 所 属 氏 名 Ｈ Ｄ 所 属 氏 名 Ｈ Ｄ 所 属 氏 名 Ｈ Ｄ 所 属

1 7:30 有坂　正義 1.9 嘉　穂 金元　三紀男 4.0 チサン 古野　修治 5.3 ザ・クラシック 中隠居　勝美 6.4 福岡国際

2 7:37 内田　哲也 5.4 鷹羽ロイヤル 占部　芳和 6.0 九州八幡 稲田　　誠 7.6 鷹羽ロイヤル 森田　浩己 玄　海

3 7:44 三島　繁文 4.4 レイクサイド 崎田　靖人 6.1 レイクサイド 須田　征司 7.3 レイクサイド 西山　潤一 7.6 西日本

4 7:51 福田　俊策 11.3 周防灘 松本　憲一 13.2 嘉　穂 斉藤　久太 17.0 茜 近藤　正剛 17.0 周防灘

5 7:58 的野　信一 4.4 レイクサイド 茅野　政喜 7.3 レイクサイド 曽我部　勧 7.4 レイクサイド 吉野　恵一 7.6 レイクサイド

6 8:05 松崎　　繁 4.0 チサン 仲山　恭司 4.0 チサン 吉田　修造 6.1 チサン 長谷川　広之 8.4 チサン

7 8:12 香野　猛虎 5.9 嘉　穂 成塚　　登 玄　海 城戸　勇人 9.5 福岡国際 古賀　正明 13.2 福岡国際

8 8:19 阿部　信忠 9.9 北九州 金本　光義 11.3 北九州 文野　富三 11.5 嘉　穂 峠田　八徳 12.3 北九州

9 8:26 上原　信幸 玄　海 野中　秀樹 12.0 北九州 久冨　光英 玄　海 大庭　好史 12.3 北九州

10 8:33 守田　智子 5.0 チサン 田口　亜希子 玄　海 田中　正夫 10.4 西日本 今宮　信裕 14.1 西日本

11 8:40 古市　純則 5.3 若　松 島内　和行 6.6 若　松 飯野　　巧 8.4 若　松 徳永　明彦 12.5 若　松

12 8:47 瀧川　良一 6.3 若　松 野口　秀美 10.5 若　松 三重野　計滋 10.5 西日本 野間　弓男 12.8 若　松

13 8:54 村上　勝利 玄　海 岩瀬　文雄 玄　海 岩川　洋通 玄　海 片倉　小五郎 玄　海

14 9:01 大野　幸市 6.3 鷹羽ロイヤル 渡邊　國博 7.9 鷹羽ロイヤル 清田　耕平 9.4 鷹羽ロイヤル 荒尾　　宏 14.0 鷹羽ロイヤル

15 9:08 廣畑　武徳 6.6 鷹羽ロイヤル 中村　隆昭 9.4 鷹羽ロイヤル 水井　大輔 10.5 鷹羽ロイヤル 伊藤　隆治 12.5 鷹羽ロイヤル

16 9:15 公門　俊徳 9.7 鷹羽ロイヤル 矢野　賀彦 11.3 鷹羽ロイヤル 佐藤　美徳 12.4 九州八幡 松本　大輔 13.7 鷹羽ロイヤル

17 9:22 宮崎　　朗 9.4 鷹羽ロイヤル 山田　　進 14.2 鷹羽ロイヤル 崎　　務 14.7 勝山御所

18 9:29 浅成　　勲 6.0 麻生飯塚 浅成　純子 9.0 鷹羽ロイヤル 松尾　藤利 10.0 麻生飯塚 浅井　勝司 15.9 鷹羽ロイヤル

19 9:36 豊沢　雅子 11.1 北九州 武田　孝乃 19.8 門　司 片岡　葉子 21.0 門　司 梅﨑　弘子 10.8 鷹羽ロイヤル

20 9:43 池永　達也 2.4 チサン 稲田　秀一 4.0 チサン 岡村　利生 5.4 チェリー 泉　　将弘 7.8 チェリー

21 9:50 沖重　芳子 12.2 若　松 小島　伸子 14.4 若　松 尹　　恵淑 17.5 若　松 田中　寿美恵 18.6 若　松

平 文年 西 本 安方 英仁 西 本 笠 茂孝 西 本
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18ホール・ストロークプレー

22 9:57 平山　文年 8.5 西日本 安方　英仁 14.1 西日本 笠  茂孝 14.6 西日本

23 10:04 永野　秀男 10.1 フェザント 三原　政蔵 16.4 西日本 宮内　日出男 19.0 西日本

ＩＮスタート
組 スタート 氏 名 Ｈ Ｄ 所 属 氏 名 Ｈ Ｄ 所 属 氏 名 Ｈ Ｄ 所 属 氏 名 Ｈ Ｄ 所 属

1 7:30 佐藤　秀俊 5.8 西日本 豊沢　卓郎 7.0 北九州 高橋　秀樹 7.8 北九州 下川　芳雄 8.3 西日本

2 7:37 太田　泰浩 5.2 嘉　穂 堀　　道彦 5.8 門　司 米安　工輔 7.6 鷹羽ロイヤル 城丸　良一 8.1 嘉　穂

3 7:44 山口　　誠 8.6 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 古江　伸一 11.0 周防灘 大曲　光敏 13.2 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 大塚　春義 14.9 周防灘

4 7:51 古賀　嘉文 5.6 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 内山　康広 12.2 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 上田　浩一 12.8 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 林田　　徹 15.2 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ

5 7:58 池尻　正路 9.7 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 岩永　純往 11.3 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 中村　博全 11.8 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 大場　修一 12.5 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ

6 8:05 三好　雅史 10.5 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 曽川　祐児 10.7 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 林田　信男 10.9 若　宮 壁村　茂樹 11.9 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ

7 8:12 竹井　充晴 3.1 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 射場　英輔 7.7 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 坂本　憲一 8.0 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 松田　隆之 9.0 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ

8 8:19 矢津田　光郎 8.2 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 西澤　　幹 9.0 嘉　穂 柴田　　誠 9.9 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 篠崎　　剛 12.2 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ

9 8:26 立川　　悟 14.2 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 好本　弘子 15.9 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 原田　　薫 20.4 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 立川　やよい 22.5 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ

10 8:33 上野　時男 6.5 周防灘 神原　武男 8.4 周防灘 佐藤　正夫 8.8 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 石松　正敬 11.2 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ

11 8:40 三木　幸樹 5.6 チサン 田上　和彰 8.8 チサン 中山　幾二郎 10.1 チサン 井手口　眞夫 12.2 チサン

12 8:47 椿　　善弥 2.9 嘉　穂 文野　正一 5.3 嘉　穂 座親　義朗 8.9 嘉　穂 国瀬　秀樹 9.3 嘉　穂

13 8:54 佐野　利弘 10.9 嘉　穂 向井　悌二 15.2 嘉　穂 向井　治子 23.1 嘉　穂 佐野　ソヨ子 24.5 嘉　穂

14 9:01 黒木　武俊 10.3 嘉　穂 梅根　徳次郎 14.8 嘉　穂 城田　英一 18.8 門　司 山下　比呂志 20.9 門　司

15 9:08 高峰　徳杓 8.8 嘉　穂 渡邊　龍次 17.8 嘉　穂 田内　三生 19.4 門　司 三毛門　誠一 23.1 門　司

16 9:15 吉村　紀夫 玄　海 只松　紘治 玄　海 花岡　清二 玄　海 深野　輝幸 玄　海

17 9:22 池田　末男 玄　海 渡部　久雄 玄　海 矢野　　信 玄　海 山本　比呂志 玄　海

18 9:29 吉村　輝征 8.0 麻生飯塚 岩見　智波 19.0 麻生飯塚 吉永　慎也 20.0 麻生飯塚 野見山　務 26.0 麻生飯塚

19 9:36 神﨑　一洋 12.0 麻生飯塚 北原　裕丈 14.0 麻生飯塚 北原　誠二 15.0 麻生飯塚 藤川　謙一 17.0 麻生飯塚

20 9:43 今村　大志郎 0.2 麻生飯塚 吉安　勝行 4.0 麻生飯塚 奥村　光芳 5.0 麻生飯塚 桜井　靖久 7.0 麻生飯塚

21 9:50 三留　義男 9.0 麻生飯塚 林　　英明 10.0 麻生飯塚 古賀　修介 10.1 門　司 中村　　篤　 11.0 麻生飯塚

22 9:57 竹本　金光 7.0 麻生飯塚 木村　正太郎 9.0 麻生飯塚 箕田　有里子 12.0 麻生飯塚 岩永　尚子 12.3 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ

23 10:04 武田　幸一 0.5 麻生飯塚 合原　　豊 3.0 麻生飯塚 小笹　貴司 10.0 麻生飯塚 菅沼　雅人 10.0 麻生飯塚

（注） ⑴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。

⑵病気、その他事故により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟事務局（092-751-0955）または開催クラブ

（0940-62-2233）に必ず連絡をすること また 所属クラブを通じて文書で事務局へ報告すること　（0940 62 2233）に必ず連絡をすること。また、所属クラブを通じて文書で事務局へ報告すること。

⑶練習ラウンドを行う場合には、必ず1個のボールを打ってプレーを行うこと。

⑷飲酒運転防止の為、アルコール類の摂取を禁止する。

競技委員長　　　江 藤　伸 一


