
（第２日目）
アウト スタート

組 スタート 氏      名 所      属 スコア 氏      名 所      属 スコア 氏      名 所      属 スコア  

1 7:30 本村　賢司 長崎 78 鶴野　容壱 大村湾 78 中島　文章 大分中央 78

2 7:37 寺田　芳光 平戸 78 遠山　秀明 ミッションバレー 78 田中　日本明 北九州 78

3 7:44 篠塚　武久 大博多 78 田口　保 くまもと中央 78 江藤　伸一 ザ・クラシック 78

4 7:51 規工川　隆行 玉名 77 林田　政則 三井グリーンランド 77 金山　正浩 くまもと中央 77

5 7:58 岩本　健次 久山 77 川崎　信廣 筑紫ヶ丘 77 梅林　伸一 大博多 77

6 8:05 松尾　昇一 見上宇土 76 浜元　良夫 沖縄ロイヤル 77 吉武　政春 チサン遠賀 77

7 8:12 田中　清文 祁答院 76 鳥越　文彦 大博多 76 野村　守 琉球 76

8 8:19 中島　照海 皐月 76 光武　伊佐夫 佐賀クラシック 76 楠元　利夫 宮崎国際空港 76

9 8:26 福島　昭二 宮崎 76 塚根　卓弥 大村湾 76 谷脇　億明 皐月 76

10 8:33 野々垣　猛 宮崎国際 75 鈴木　久義 高原 76 竹内　利久 大分サニーヒル 76

11 8:40 本田　新一 別府の森 75 武田　英二 有明 75 安河　正彰 北九州 75

12 8:47 桑原　慶吾 大分 74 宮﨑　恒夫 佐賀 75 稲森　兼隆 ゴールデンパーム 75

13 8:54 山下　勉 高原 74 石本　秀樹 福岡センチュリー 74 山田　和友 ミッションバレー 74

14 9:01 田中　千稔 長崎パーク 74 真鍋　高光 大博多 74 津野　武人 三重 74

15 9:08 清水　義明 古賀 70 小川　雅彦 大分竹中 72 浜辺　幹雄 別府 74

イン スタート                    

組 スタート 氏      名 所      属 スコア 氏      名 所      属 スコア 氏      名 所      属 スコア  

1 7:30 児玉　武 大博多 81 水田　芳夫 茜 81

2 7:37 近藤　正耿 北九州 81 川鍋　孝正 志摩シーサイド 81 皆吉　寿紀 阿蘇東急 81

3 7:44 金元　三紀男 チサン遠賀 81 宇都宮　正 西日本 81 古賀　芳和 志摩シーサイド 81

4 7:51 篠原　茂行 久留米 81 安岡　伸幸 北山 81 石塚　日出夫 美々津 81

5 7:58 大川　重信 大博多 80 船川　文二 種子島 80 西坂　邦昭 チサン御船 81

6 8:05 中濃　和寿 門司 80 司城　敬三 北九州 80 吉本　勝太郎 天山 80

7 8:12 永田　勝郎 北山 80 小馬田　猛 八代 80 谷口　月晴 西日本 80

8 8:19 池田　稔臣 若松 80 勝木　多稼蔵 太宰府 80 太田　誠一 熊本空港 80

9 8:26 吉浦　博文 大博多 80 有吉　美南雄 玄海 80 小吉　利明 鹿児島シーサイド 80

10 8:33 宿谷　秀寿 古賀 79 市来　光男 桜島 80 神原　武男 中津 80

11 8:40 山田　清人 グランドチャンピオン 79 川野　好幸 宮崎国際空港 79 中石　典久 那覇 79

12 8:47 尾藤　牧衛 島原 79 黒岩　淳 夜須高原 79 嘉陽　宗賢 ベルビーチ 79

13 8:54 吉武　義紹 日の隈 79 榊     満 伊都 79 織田　健一郎 熊本 79

14 9:01 高橋　朗 チサン森山 79 森園　信行 日の隈 79 永田　幸大 三州 79

15 9:08 宮崎　祐一 九州 78 坂上　和平 長崎国際 79 諸藤　繁太郎 古賀 79

（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。

開 催 日 ： 平成１７年 ９月２９日
コ ー ス　： 大分カントリークラブ（月形コース）

　（２）　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（０９７－５９５－１０８４）に必ず連絡すること。また、所属クラブを通じて文書で事務局へ報告すること。

第３５回  「九州シニア選手権競技 決勝」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

主    催  ： 九州ゴルフ連盟 
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