
主    催  ： 
１８ホールズ・ストロークプレー 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 7:30 中山　勇一 三州 有吉　美南雄 玄海 秋吉　翔太 熊本空港 志田　昌彦 長崎パーク

2 7:39 深見　元貴 武雄嬉野 可児　勝信 門司 高部　展裕 宮崎国際 松本　　宰 阿蘇東急

3 7:48 中村　昭一 チサン遠賀 水口　建二郎 くまもと城南 古川　博道 筑紫野 永川　　茂 大村湾

4 7:57 槙　季三郎 リージェント宮崎 井上　秀俊 小郡 横山　昌弘 鹿児島・鹿屋 佐伯　憲一 麻生飯塚

5 8:06 牛島　中 福岡国際 山下　勝己 高遊原 高野　靖崇 セブンミリオン 岡澤　勇樹 大分富士見

6 8:15 川越　孝一 宮崎レイクサイド 井田　達郎 チェリー 塚根　卓弥 大村湾 脇　康秀 ゴールデンパーム

7 8:24 岡部　太郎 若松 渡邊　康生 天山 井浦　一博 久山 高橋　　朗 チサン森山

8 8:33 満潮　辰一郎 花祭 永田　幸大 三州 高安　秀実 カヌチャ 永原　譲太郎 鷹羽ロイヤル

9 8:42 阿部　剛丈 セブンミリオン 梶浦　政博 宮崎国際 扇　　 慶太朗 愛野 緒方　康憲 鷹羽ロイヤル

10 8:51 上木　政章 福岡雷山 司城　敬三 北九州 丸崎　博泰 大分竹中 笠　哲郎 熊本空港

11 9:00 正岡　竜二 沖縄国際 西島　幸二 熊本空港 和田　正富 大分富士見 松田　優二 九州学連

12 9:09 野上　英司 ミッションバレー 中川内　澄男 佐世保国際 佐藤　和紀 大博多 津曲　泰弦 青島

13 9:18 榎     隆則 大分中央 小杉　康太 熊本南 安次嶺　豊 沖縄国際 樫山　輝由 西戸崎シーサイド

14 9:27 仲村　達也 ブセナ 田辺　智彦 北山 綾部　宏一 大分富士見 松尾　真吾 長崎空港

15 9:36 野元　貴弘 鹿児島シーサイド 小川　雅彦 大分竹中 外間　朝金 ユニマット沖縄 豊久　賀津見 鷹羽ロイヤル

16 9:45 土谷　雅博 大分竹中 緒方　比呂志 見上庄内 橋本　政二 愛野 後庵　新十郎 九州学連

17 9:54 小杉　康之 熊本空港 松尾　勝美 チサン森山 大野　勝喜 大分 丹村　和成 鷹羽ロイヤル

18 10:03 山浦　正継 志摩シーサイド 力武　　司 佐賀クラシック 山口　明義 ミッションバレー 松尾　和樹 長崎パーク

19 10:12 山内　孝徳 八女上陽 辻田　昭吾 くまもと中央 永野　勝利 周防灘 岩本　聖司 久住高原

20 10:21 尾家　清孝 周防灘 大湾　　栄 那覇 平山　　潤 久山 西尾　公孝 佐賀

21 10:30 末石　　晃 福岡 岩下　政稔 リージェント宮崎 青木　道和 ＪＲ内野 工藤　亜沙希 佐賀

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 7:30 稲森　兼隆 ゴールデンパーム 松岡　勇作 熊本南 石橋　政彦 大博多 的野　信一 福岡レイクサイド

2 7:39 辻崎　正幸 ペニンシュラ 坂本　達哉 門司 日高　将史 宮崎国際 江嶋　太志 八女上陽

3 7:48 谷脇　億明 ＲＫＢ皐月 青木　英樹 唐津 福島　浩一郎 北九州 濱永　繁志 中津

4 7:57 森若　光雄 周防灘 米倉　雄一郎 ブリヂストン 松本　英則 小郡 鬼塚　　力 壱岐

5 8:06 山本　義輝 くまもと城南 石本　秀樹 福岡センチュリー 楠元　利夫 宮崎国際空港 満吉　康輔 ミッションバレー

6 8:15 金井　敏男 福岡レイクサイド 勇 　　賢悟 南九州 日高　義孝 ＲＫＢ皐月 藤本　俊 熊本空港

7 8:24 石橋　福美 宮崎国際 嶋村　大海 有明 松本　康秀 臼杵 高松　竜也 九州高連

8 8:33 森　　 正尚 熊本南 田村　三成 ミッションバレー 井之元　広巳 レインボースポーツランド 村上　義一 長崎

9 8:42 大倉　清 大博多 乙守　　修 フェニックス 山之口　章大 鹿児島シーサイド 瀬戸山　亨 門司

10 8:51 新穂　芳昌 見上庄内 尾田　誠二 司ロイヤル 出口　昭治 別府の森 石本　稔 武雄嬉野

11 9:00 梅田　祐二 三井グリーンランド 守田　和義 佐世保 狩俣　安志 オリオン嵐山 手嶋　宗一朗 九州高連

12 9:09 園田　俊秀 リージエント宮崎 水田　長一 島原 高城　英則 チェリー 狭間 　猛 熊本南

13 9:18 武内　一也 天瀬温泉 小林　憲史 霧島 平本　伸二 ＪＲ内野 吉山　朋幸 沖縄国際

14 9:27 松本　光生 大分 尾藤　牧衛 島原 谷口　月晴 ザ・クラシック 岩川　一紀 鹿児島国際

15 9:36 下川　和典 西戸崎シーサイド 大野　哲也 宮崎座論梅 荒川　英二 見上庄内 重永　亜斗夢 三井グリーンランド

16 9:45 江藤　伸一 ザ・クラシック 松永　隆幸 南九州 仲村　譲二 ユニマット沖縄 江口　幸輝 九州

17 9:54 高木　博喜 大分東急 小島　保美 見上庄内 坂元　太施 リージェント宮崎 宇田　幸一郎 南九州

18 10:03 鈴木　久義 宮崎国際 勝木　多稼蔵 太宰府 乙津　隆蔵 大分中央 方志　憲二 周防灘

19 10:12 有田　忠文 福岡 鵜木　伸久 ブリヂストン 柴田　　保 小倉 河野　富男 佐世保国際

20 10:21 山口　龍良 佐世保 小林　幹平 若松 和足　哲也 宮崎国際空港 山元　貴大 鹿児島・鹿屋

（注）　（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。

　（５）　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５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。

第３５回  「九州アマチュア選手権競技 決勝」 組合せ表
（第１日目）　

熊本空港カントリークラブ

九州ゴルフ連盟
平成１７年 ５月３ １日

　（４）　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。

　（３）　第３日目の組合せおよびスタート時刻は、第２日目競技終了後予選ラウンド上位８０位タイまでの者を成績順に組合せの上掲示する。

　（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）または熊本空港カントリークラブ（０９６－２３２－０１２３）

　　　 　に必ず連絡すること。また、所属クラブを通じて文書で九州ゴルフ連盟へ報告すること。


