
主    催  ： 

開 催 日 ： 

アウトコース スタートアウトコース スタートアウトコース スタートアウトコース 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 7:30 井上　俊一 太宰府 小椎尾　文男 小郡 椎葉　光一 大博多

2 7:38 篠塚　武久 大博多 椛島　勝己 有明 布田　潤一 太宰府

3 7:46 吉田　英次 有明 大坪　衆介 小郡 湯川　俊昭 大博多

4 7:54 吉浦　喜二 大博多 松林　秀樹 有明 森　　好徳 太宰府 佐藤　健二 セントラル福岡

5 8:02 安武　宗昭 太宰府 石橋　政彦 大博多 松尾　貴比古 夜須高原 榊　　満 久留米

6 8:10 武田　英二 有明 泊岩　　智 小郡 伊藤　　誠 筑紫野 篠原　茂行 久留米

7 8:18 下田　敬一 皐月 小坪　奉文 筑紫野 清原　和彦 大博多 豊福　辰彦 福岡センチュリー

8 8:26 内藤　和正 太宰府 田中　英治 夜須高原 池田　津代志 有明 辻　　博幸 久留米

9 8:34 石本　秀樹 福岡センチュリー 中村　洋一 太宰府 小宇佐　輝久 大博多 武末　　亘 皐月

10 8:42 井口　重主 皐月 永松　　剛 有明 高橋　英一 筑紫野 佐藤　秀男 久留米

11 8:50 伊南　純雄 太宰府 與田　敏久 有明 田熊　好博 小郡 北橋　正廣 夜須高原

12 8:58 山岡　明徳 皐月 金光　継治 筑紫野 木原　利春 セントラル福岡 平田　健一 八女上陽

13 9:06 真鍋　高光 大博多 鶴本　上司 太宰府 鷲崎　龍博 筑紫野 原田　則行 八女上陽

14 9:14 野田　尚登 有明 古川　博道 筑紫野 田代　龍海 セントラル福岡 江頭　祐治 太宰府

15 9:22 寺田　一人 太宰府 松本　伸吉 大博多 野中　良司 小郡 佐々木　徹 八女上陽

16 9:30 山内　孝徳 八女上陽 米村　龍也 セントラル福岡 広村　正史 大博多 結城　国彦 皐月

17 9:38 村上　義春 皐月 坂田　　巧 大博多 立花　洋介 有明 西　侯一郎 浮羽

18 9:46 勝俣　辰也 太宰府 前田　哲男 夜須高原 紀井　英次 筑紫野 近藤　澄貴 皐月

19 9:54 井　　哲郎 福岡センチュリー 池永　啓一 筑紫野 平山　義嗣 セントラル福岡 馬場　清敏 八女上陽

20 10:02 濱田　　博 セントラル福岡 早川　至広 太宰府 吉泉　　洋 久留米 武内　伸二 大博多

21 10:10 中山　康弘 大博多 豊原　次元 夜須高原 本岡　健一 セントラル福岡 濱田　博美 筑紫野

22 10:18 亀田　志郎 福岡センチュリー 鳥越　文彦 大博多 美山　利夫 セントラル福岡 中村　明良 八女上陽

23 10:26 藁垣　　怜 皐月 藤本　秀利 夜須高原 古賀　文雄 久留米 大塚　大助 八女上陽

インコース スタート               インコース スタート               インコース スタート               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  

24 7:30 吉留　辰次 有明 肘井　勝徳 太宰府 牧原　哲朗 大博多

25 7:38 斉藤　昭信 筑紫野 中庭　時男 大博多 川井　洋一 有明

26 7:46 馬場　隼人 大博多 國本　欽一 夜須高原 村中　富夫 筑紫野

27 7:54 西原　峯一 夜須高原 臼田　完次 有明 西畑　俊男 大博多 大久保　明治 久留米

28 8:02 井上　敏雄 セントラル福岡 永田　　浩 皐月 神野　　勲 大博多 小川　紘昭 有明

29 8:10 平野　政義 大博多 内田　賢治 夜須高原 橘和　　滋 筑紫野 塩川　　満 皐月

30 8:18 中島　照海 皐月 小柳　　貢 有明 郡田　幹夫 大博多 窪山　俊行 セントラル福岡

31 8:26 吉浦　博文 大博多 阿部　正明 皐月 四島　英毅 筑紫野 岩村　直實 セントラル福岡

32 8:34 大山　芳則 福岡センチュリー 山下　　貢 大博多 冨永　靖夫 筑紫野 篠原　茂男 久留米

33 8:42 田篭　繁男 小郡 廣重　俊一 福岡サンレイク 松本　光治 夜須高原 小畑　　悟 大博多

34 8:50 石田　治巳 太宰府 迫　　重春 セントラル福岡 成澤　東海林 筑紫野 鷺山　孝昭 小郡

35 8:58 真武　辰昭 大博多 上野　謹爾 太宰府 目野　邦彦 小郡 渡辺　　正 筑紫野

36 9:06 長谷川　辰巳 セントラル福岡 畑中　　保 皐月 平田　　守 夜須高原 二田　久幸 久留米

37 9:14 清川　道雄 太宰府 三浦　　浩 夜須高原 尾下　　久 セントラル福岡 稲葉　俊彦 大博多

38 9:22 木村　一郎 夜須高原 光安　利勝 太宰府 山浦　英男 小郡 田代　善信 セントラル福岡

39 9:30 川崎　輝男 大博多 宮村　寿男 有明 伊藤　　章 筑紫野 安永　文美 福岡センチュリー

40 9:38 川邉　義隆 太宰府 安達　房夫 久留米 森　　重雄 皐月 松本　昌直 大博多

41 9:46 牧山　忠生 夜須高原 浦川　忠義 セントラル福岡 佐藤　泰司 皐月 渡辺　　豊 久留米

42 9:54 野田　勝士 有明 岡部　友和 夜須高原 宮崎　昭家 小郡 中島　靖之 セントラル福岡

43 10:02 中嶋　通容 太宰府 早川　　博 大博多 石川　利光 筑紫野 八木　八郎 皐月

44 10:10 中島　徹夫 久留米 山口　義文 福岡センチュリー 山崎　博和 皐月 加藤　祐治 筑紫野

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。

（２）病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に所属クラブを通じ文書で九州ゴルフ連盟（０９２－４３４－５５０１）に通知すること。また、当日は

       筑紫野カントリークラブ（０９２－９２６－１６６１）に必ず届出ること。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）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。
（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～　２３組　　　　ミッドシニア　ＩＮ ２４組～３２組　 　　グランドシニア　  ＩＮ ３３組～４４組

（６）本予選の通過人数は、シニア１７１７１７１７名、ミッドシニア８８８８名、グランドシニア１０１０１０１０名とし、通過人数にタイが生じた場合マッチングスコアカード方式により決定する。

競技委員長　　内 野　善 雄

「「「「九州九州九州九州シニアシニアシニアシニア・・・・ミッドシニアミッドシニアミッドシニアミッドシニア・・・・グランドシニアグランドシニアグランドシニアグランドシニア選手権競技 予選選手権競技 予選選手権競技 予選選手権競技 予選」 」 」 」 組合組合組合組合せせせせ表表表表
１８１８１８１８ホールズホールズホールズホールズ・・・・ストロークプレーストロークプレーストロークプレーストロークプレー

筑紫野カントリークラブ

九州ゴルフ連盟

平成２３年５月２６日(木）


