
主    催  ： 
開 催 日 ： 
コ ー ス　： 

午後の部
アウトコース 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 11:30 松尾　真吾 オーシャンパレス 外間　広志 ハウステンボス 峯　康弘 佐世保国際 松崎　一也 チサン森山

2 11:38 小村　優二 平戸 堀本　大四郎 佐世保国際 澤村　健太郎 喜々津 山下　健二 長崎パーク

3 11:46 杉谷　好隆 長崎国際 青井　眞一 佐世保 深堀　知宏 島原 小田　和人 長崎パーク

4 11:54 松本　芳宜 長崎 坂井　久保 佐世保 園田　直人 長崎国際 釣谷　孝治 佐世保国際

5 12:02 境　　勉 喜々津 堤　祐義 大村湾 島本　正雄 佐世保 山下　大介 長崎

6 12:10 山口　龍良 佐世保 松本　勇二 チサン森山 平山　昭教 長崎パーク 吉永　貴祐 愛野

7 12:18 高橋　朗 チサン森山 橋本　政二 愛野 根路銘　洋 佐世保 山外　康弘 ハウステンボス

8 12:26 福田　洋平 平戸 志田　昌彦 長崎パーク 山口　浩 佐世保 山口　義盛 愛野

9 12:34 武部　周清 平戸 三宅　軍司 小長井 中村　信一 佐世保 井上　弘治 長崎パーク

10 12:42 塚根　卓弥 大村湾 大島　久 長崎パーク 津田　洋明 佐世保 福田　保二 滑石

11 12:50 尾藤　牧衛 島原 高塚　勝也 愛野 松本　健二 長崎パーク 松竹　浩一 佐世保

12 12:58 守田　和義 佐世保 吉永　幸徳 島原 松本　昌憲 長崎パーク 飯田　学 平戸

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 11:30 中野　舞久 九高連 安元　輝久 長崎パーク 實松　秀昭 佐世保

2 11:38 町草　勇 平戸 宮口　一平 長崎 亀山　清廣 島原 出口　由紀美 佐世保

3 11:46 髙谷　敏征 喜々津 前川　康 平戸 野中　博 佐世保国際 松尾　元 長崎パーク

4 11:54 本村　賢司 長崎 山口　浩太郎 佐世保国際 藤岡　靖史 長崎国際 中村　康一郎 ペニンシュラ

5 12:02 山本　純也 長崎 榊　真二 佐世保国際 田中　充明 愛野 横田　桂介 雲仙

6 12:10 中川内　澄男 佐世保国際 水田　長一 島原 出口　末広 つくも 藤山　幸則 チサン森山

7 12:18 山口　博幸 佐世保国際 村川　清治 チサン森山 島田　雄一 島原 山崎　勇 長崎国際

8 12:26 谷川　冨夫 つくも 永富　敬康 長崎国際 西川　清 ペニンシュラ 中野　勝利 佐世保国際

9 12:34 小畑　誠一 長崎国際 森　啓二郎 喜々津 松本　実 佐世保 井上　照男 喜々津

10 12:42 松尾　勝茂 長崎国際 健木　直 ハウステンボス 酒井　金五 喜々津 栗山　哲治 喜々津

11 12:50 空　真一郎 九高連 岡　敏秋 チサン森山 大田　邦弘 ペニンシュラ 前田　芳宏 長崎国際

12 12:58 辻崎　正幸 ペニンシュラ 原口　哲 長崎国際 徳永　武仁 チサン森山 駒田　寿信 愛野

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。

　（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。

　（５）　一次予選通過者は６３名とする。なお、予選通過者にタイが出た場合はマッチングスコアカード方式により決定する。

   ※　 当日出場する選手はアルコール類の摂取を禁止する。

　　　 　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。

　（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。

競技委員長　　島 本　春 己

第３７回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー

長崎パークカントリークラブ

九州ゴルフ連盟
平成１９年４月１１日(水）

　（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）または長崎パークカントリークラブ（０９５９－２７－１９１１）


