
　　アウト スタート

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 田島　昭義 フジ 5.0 江副　泰則 大和不動 5.8 唐川 與利雄 北山 6.5

2 8:08 辻　利朗 佐賀 4.5 前田　勝 大和不動 4.8 杉野    進 フジ 7.4

3 8:16 原岡　徹 佐賀 3.6 平山 美幸 北山 7.6 石原 辰義 フジ 8.1

4 8:24 藤岡　康彦 フジ 6.0 杉浦 國夫 北山 6.3 中本　二郎 フジ 7.0 古賀　聰 佐賀 6.3

5 8:32 北島　昭博 フジ 7.0 嵜山　俊宏 大和不動 6.7 森　章司 武雄嬉野 7.9 大塚 満広 北山 7.8

6 8:40 前島　清一 フジ 5.9 小柳　正則 武雄嬉野 3.5 大隈 研介 北山 5.3 香月　秀敏 日の隈 8.3

7 8:48 山本　泰彦 佐賀 6.3 龍頭　宏典 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 6.4 石永　賢二 フジ 7.0 嘉村 公男 北山 7.4

8 8:56 外園　隆雄 フジ 2.8 太田　弘光 武雄嬉野 5.7 中村　元博 大和不動 7.7 宮田 一雄 北山 6.6

9 9:04 四方田　貞雄 佐賀 0.9 吉本　勝太郎 フジ 1.0 山崎　秀二 日の隈 6.3 緒方　龍雄 フジ 7.0

10 9:12 久保　和男 唐津 3.0 松本　照久 唐津 4.0 中村　光和 唐津 5.0 福井　秀明 唐津 6.8

11 9:20 広瀬　春美 佐賀 9.9 林 博子 北山 16.8 石橋 千鶴子 北山 18.4

12 9:28 内田 初美 北山 11.8 松尾　直子 佐賀 14.4 山下　ひろみ 北山 23.1 永江　早千子 佐賀 20.7

13 9:36 大音　美紀 佐賀 2.7 松本　沢子 花祭 15.0 東　澄子 佐賀 18.0 猪口 邦子 北山 20.2

14 9:44 田中　一二三 大和不動 12.5 村山　律子 花祭 15.2 斉藤　静子 佐賀 15.3 今泉　明美 佐賀 24.3

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 北村　佳信 花祭 9.5 伊佐　徹雄 北山 11.4 松本　祐治 天山 14.4

2 8:08 立石　武文 大和不動 8.6 川口 浩治 北山 12.8 中尾　仁 フジ 14.0

3 8:16 楢崎 久平 北山 10.9 石橋　正規 フジ 11.5 古川　福見 天山 26.0 柴田　浩次 北山 18.8

4 8:24 堤　俊樹 日の隈 10.5 古川 正光 北山 12.3 平井　   茂 花祭 17.2 福井　勉 フジ 13.1

5 8:32 武藤　正 武雄嬉野 9.1 藤田 国雄 北山 10.1 毛利　一之 フジ 15.8 金丸　紘康 花祭 21.7

6 8:40 上瀧 忠吉 北山 9.3 小宮　正一 日の隈 12.2 近藤　浩 武雄嬉野 12.3 今村 勝幸 フジ 14.6

7 8:48 小林 秀夫 北山 11.3 末次　孝之 花祭 13.8 石村 勝司 北山 12.7 松尾　邦彦 フジ 12.2

8 8:56 笠　一正 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 10.4 森山 忠興 北山 11.6 佐藤　晃 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 17.0 赤嶺　文和 フジ 17.5

9 9:04 副島　秀秋 フジ 9.4 広瀧 和康 北山 9.6 五味　耕太郎 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 18.5 秋月　正太郎 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 24.0

10 9:12 野中　忠 唐津 11.4 松本　秀俊 唐津 12.5 川崎　博公 唐津 13.2 堤　謙太 日の隈 10.4

11 9:20 光武　良弘 花祭 10.2 濱口 恒博 北山 10.5 浜野　洋五 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 12.0 山下　隆 フジ 20.6

12 9:28 米光　國雄 日の隈 11.7 野口　春吉 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 13.0 西村　末雄 日の隈 18.6 徳永 康次 北山 12.4

13 9:36 腹巻　正大 佐賀 9.0 西岡　文隆 佐賀ｸﾗｼｯｸ 9.5 小石　正浩 大和不動 12.5 荒嶋　明弘 花祭 16.5

14 9:44 松本　武志 佐賀ｸﾗｼｯｸ 9.6 楢崎　敦司 大和不動 9.6 毛利　弘毅 北山 10.3 松原　   秀 花祭 15.3

（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。

　（４）　男子Ａ（クラスアウトコース　１組～９組）　Ｂクラス（インコース　１組～１４組）　女子（アウトコース　１０組～１３組）
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主    催  ： 

開 催 日 ： 

コ ー ス ： 

　（3）　スタートの呼出は一切行わないので、スタート時間５分前までにスターティングホールで待機すること。

  （５）  組合せに記載しているハンディキャップに変更があつた場合は、速やかに大会競技委員会に届け出ること。

　（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）または北山カントリー倶楽部（０９５２－５６－２３２１）

　　　 　に必ず連絡すること。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。


