
第7回ハンディキャップゴルフ競技沖縄県地区大会
主 催 ：
開 催 日 ：

デイゴ（ＯＵＴ）⇒ﾊｲﾋﾞｽ（ＩＮ） 開催ｺｰｽ ：

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 9:00 我謝　辰夫 国際 5.6 國吉　明 ベルビーチ 6.8 松田　徳明 国際 6.9 新城　喜正 琉球 7.4

2 9:08 上里　芳正 国際 6.6 神谷　長惇 守礼 7.1 渡慶次　昇 国際 7 新垣　幸弘 ジ・アッタ 9.9

3 9:16 高江洲　勲 国際 8 仲村　雄 カヌチャ 4.1 浜崎　耕二 ユニマット 8.1 山城　昌人 守礼 8.1

4 9:24 下門　武男 国際 1 比嘉　稔弥 カヌチャ 7.7 國仲　恵徳 国際 6.4 玉城　幸勝 嵐山 7.4

5 9:32 比嘉　信雄 国際 4.3 高安　秀実 カヌチャ 1.9 座喜味　蔡淳 嵐山 7.2 和宇慶　進 国際 7

6 9:40 田中　浩介 国際 3.8 長浜　真勇 ユニマット 7.2 與那嶺　善信 国際 5.3 濱野　知ニ ベルビーチ 8.5

7 9:48 玉那覇　正幸 国際 6.1 稲福　淑雄 国際 6.5 比嘉　定勝 国際 7 宮城　清政 国際 7

8 9:56 呉屋　幸二 国際 0 田口　靖樹 カヌチャ 3.9 伊芸　誠 国際 4.8 小橋川　勝巳 守礼 5.2

9 10:04 当山　次 国際 5.5 宮城　繁 カヌチャ 6.1 森元　武司 国際 7.6 島袋　信雄 カヌチャ 5.1

10 10:12 中村　嘉宏 国際 3.9 仲宗根　功 国際 6.9 上原　豊次 国際 6.9 平良　匡 国際 8.7

11 10:20 城間　盛康 国際 8 兼城　保 カヌチャ 5.7 川上　勝弘 カヌチャ 7.1 仲地　邦夫 琉球 3.4

12 10:28 大川　盛一 国際 5.4 長嶺　弘 国際 2 知念　重信 国際 4.6 上原　一彦 国際 12.5

ﾊｲﾋﾞｽ（ＩＮ）⇒デイゴ（ＯＵＴ）
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 9:00 屋良　潔 国際 9.9 城間　盛貞 ジ・アッタ 9.8 比嘉　進 国際 11.8

2 9:08 幸地　修 国際 23.2 石川　栄久 カヌチャ 15.5 与那嶺　清光 ユニマット 15.4

3 9:16 與那嶺　学 国際 9.2 平良　正樹 国際 7.3 吉田　忍 国際 11.1 太　隆雄 国際 16.6

4 9:24 渡久地　正博 国際 10.8 知念　義宗 守礼 12.1 高橋　清一郎 国際 12.6 安村　廣俊 嵐山 18

5 9:32 入稲福　烕 国際 11.1 北村　敏裕 ジ・アッタ 17 知花　武雄 国際 12.2 島袋　朝曠 ジ・アッタ 15.1

6 9:40 下地　恒武 国際 9.5 比嘉　利英 国際 9.5 登川　悠児 国際 9.2 新垣　信博 国際 10.4

7 9:48 島袋　昇 国際 8.4 高良　元栄 カヌチャ 19.3 深見　倭弘 国際 8.9

8 9:56 池間　邦明 国際 5.8 又吉　常正 国際 6.9 山里　將秀 国際 13.2 下里　芳則 国際 16

9 10:04 嵩元　盛順 国際 16 宮国　公人 国際 19.5 金城　勝雄 国際 18.5 安室　朝健 国際 28

10 10:12 花城　正昭 国際 8.7 末吉　保文 国際 9.6 東恩納　盛孝 国際 4.4 知花　賢信 国際 9.9

11 10:20 上地　順次 国際 8.3 波平　武弘 国際 4.8 島袋　宗喜 国際 7.3 佐山　元章 国際 7.4

12 10:28 長谷川　美幸 国際 15 奥松　ひろ子 琉球 15.6 外間　かおり 琉球 13.6 志村　妙子 沖縄 22.8

※欠場が出た場合は組合せの一部を変更することがある。

九 州 ゴ ル フ 連 盟
平 成 21 年 10 月 14 日
沖 縄 国 際 ゴ ル フ 倶 楽 部


