
■主催　　 九州ゴルフ連盟

■開催日　平成１７年１０月１１日　

■コース　小郡カンツリー倶楽部

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 8:00 山崎　稿一郎 筑紫野 13 西田　正 小郡 15 大橋　義師 有明 15 井ノ口　幸男 小郡 23

2 8:08 金丸　邦雄 小郡 11 松尾　博明 ザ・クィーンズヒル 13 永松　道則 小郡 13 高光　広明 筑紫ケ丘 14

3 8:16 原田　透 ザ・クィーンズヒル 11 広重　純男 小郡 14 下寺　達夫 小郡 17 石松　明 福岡 21

4 8:24 大谷　史洋 ザ・クィーンズヒル 11 渡辺　喜久夫 八女上陽 14 的場　智士 小郡 18 大島　弘 小郡 27

5 8:32 三原　孝光 小郡 11 田中　久志 筑紫ケ丘 13 寺薗　栄一 小郡 15 益田　幸行 ザ・クィーンズヒル 22

6 8:40 河野　清二 久山 13 清水　鶴美 小郡 17 森田　忠和 小郡 28 藤木　章生 ザ・クィーンズヒル 30

7 8:48 中村　明良 八女上陽 12 今井　敏行 小郡 15 馬場　宏之 小郡 17

8 8:56 大津　春美 九州 5 村井　紀美子 セブンミリオン 11 辻生　千里 久山 11 倉岡　廣子 小郡 12

9 9:04 早川　二三子 久山 8 片山　國枝 セブンミリオン 9 今坂　美恵子 筑紫野 9 宮地　美代子 セブンミリオン 15

10 9:12 窪山　澄子 小郡 8 安部　公子 セブンミリオン 8 加藤　史保 セブンミリオン 13 日高　陽子 九州 21

11 9:20 山口　弓子 久山 12 大嶋　裕子 セブンミリオン 14 西　香織 久山 20

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 8:00 松岡　國男 福岡センチュリー 6 金宮　盛起 皐月（天拝コース） 8 関　暁彦 大博多 8 山田　記義 セブンミリオン 10

2 8:08 中村　浩実 セブンミリオン 5 竹井　哲也 皐月（天拝コース） 7 中庭　輝騎 大博多 10 桐石　道行 久山 10

3 8:16 原田　善弘 セントラル福岡 6 石川　利光 筑紫野 6 重松　武文 伊都 7 松鶴　征治 小郡 9

4 8:24 永留　一孝 伊都 5 高橋　秀樹 福岡 5 成冨　守 小郡 8 川邊　信彦 ザ・クィーンズヒル 10

5 8:32 原田　政和 小郡 5 井　哲郎 福岡センチュリー 6 古賀　梅生 ザ・クィーンズヒル 10 友村　栄一 小郡 10

6 8:40 米村　龍也 セントラル福岡 3 藤田　英夫 福岡 7 古館　政男 久山 10 松本　仁吾 小郡 10

7 8:48 藤田　徹幸 セブンミリオン 3 小椎尾　文男 小郡 4 篠原　光雄 久山 6 美山　利夫 セントラル福岡 6

8 8:56 近藤　美輝登 セントラル福岡 6 稲益　三敏 小郡 8 山内　憲行 ザ・クィーンズヒル 10 倉富　均 小郡 10

9 9:04 藁垣　怜 セントラル福岡 4 目野　邦彦 小郡 8 君岩　申有干 久山 9 重松　繁利 ザ・クィーンズヒル 10

10 9:12 夏山　英樹 久山 3 岩村　直實 セントラル福岡 5 井本　英二 福岡 5 井上　晋 小郡 8

11 9:20 井上　勘昭 西戸崎シーサイド 6 菅　博孝 小郡 8 山田　定信 久山 10 中井　廣泰 セントラル福岡 10

12 9:28 迫　重春 セントラル福岡 5 木村　英次 福岡センチュリー 8 森　充弘 福岡 10 荒谷　維秀 小郡 10

13 9:36 井本　克己 福岡 3 濱田　博 セントラル福岡 4 小林　政一 久山 7 山浦　英男 小郡 8

14 9:44 石松　郁章 福岡 5 末永　功 久山 6 森岡　洋史 伊都 9 鷺山　孝昭 小郡 9

15 9:52 松岡　憲一 伊都 8 堺　浩 福岡 9 矢動丸　清晴 筑紫ケ丘 9 野田　末雄 小郡 9

16 10:00 長谷川　辰己 セントラル福岡 4 伊藤　章 筑紫野 5 本田　重喜 セントラル福岡 6 秋田　宏司 小郡 10

17 10:08 大坪　衆介 小郡 3 宮崎　祐一 九州 4 井手　幸治 セントラル福岡 5 吉川　一雄 西戸崎シーサイド 7

（注） （１） 危険防止のため、ギャラリーのコース内の立ち入りを禁止する。

（２） 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。

（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。

（５）  ハンディキャップに変更があった場合は、競技前日１７時までに開催クラブ　(０９４２-７５-４１８１)　に必ず連絡すること。

（６）  男子Ｂクラス(HD１１～３０) …西１組～７組(ティマーク緑)　　　　女子…西８組～１１組(ティマーク白)

　　　 男子Ａクラス(HD１０まで)   …東１組～17組(ティマーク青)

（３） 病気、その他の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　(０９４２-７５-４１８１)　に
必ず連絡すること。所属クラブを通じて文書で事務局へ報告すること。

西スタート　　(西→東)

東スタート　　(東→南)

平成17年度　第３回ハンディキャップゴルフ競技福岡県南部地区予選組合せ表

(１８ホールズ・ストロークプレー)


