
    主　催  ： 九州ゴルフ連盟

アウトコース 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 斎藤　昭信 筑紫野 5.1 村中　尊裕亀 阿蘇大津 6.0 稲田　秀一 チサン遠賀 7.2 日高　昌三 宮崎 8.0

2 8:08 山口　幸敏 高遊原 5.1 間藤　一男 大分富士見 6.1 長野　清一 福岡レイクサイド 6.7 渡辺　　正 筑紫野 7.3

3 8:16 辻　利朗 佐賀 4.5 織掛　和郎 八女上陽 6.4 堂原　吉明 知覧 7.4 茅野　政喜 福岡レイクサイド 8.3

4 8:24 金元　三紀男 チサン遠賀 4.3 松尾　和樹 長崎パーク 5.8 仲栄真　盛英 オリオン嵐山 6.0 鍋谷　光夫 熊本空港 8.2

5 8:32 永井　清人 ユニマット沖縄 5.0 福田　真吾 夜須高原 5.8 川平　雅彦 喜入 6.8 神原　武男 周防灘 7.8

6 8:40 山邊　辰喜 夜須高原 2.6 倉吉　康義 中九州 5.5 馬原　稔 九州八幡 6.5 浜崎　耕二 ユニマット沖縄 7.7

7 8:48 的野　信一 福岡レイクサイド 3.5 屋冨祖　勇 ユニマット沖縄 5.8 太田　義彦 玉名 6.6 古谷　直也 滑石 7.6

8 8:56 園田　直人 長崎国際 3.2 三角　公蔵 ミッションバレー 5.7 中園　俊弘 夜須高原 7.0 牟田　利男 日の隈 7.8

9 9:04 砂川　正久 ユニマット沖縄 5.0 本田　徹明 宮崎大淀 5.8 高島　和憲 天山 6.8 射場　英輔 ミッションバレー 8.1

10 9:12 澄出　浩智 嘉穂 3.7 深江　　勝 佐世保・平戸 6.0 山﨑　則保 高遊原 6.8 香月　秀敏 日の隈 8.3

11 9:20 津田　一臣 滑石 9.0 大塚　春義 周防灘 11.0 中村　亨 中九州 12.5

12 9:28 島田　拡文 熊本 8.9 福田　博一 夜須高原 10.6 秋月　昌太郎 ブリヂストン 12.4 城田　英一 門司 18.7

13 9:36 田添　　等 長崎パーク 9.6 白阪　拓磨 宮崎国際 11.7 藤本　清英 大分サニーヒル 13.5 島袋　朝曠 ジ・アッタテラス 19.8

14 9:44 姫野　照文 臼杵 9.0 藤本　克之 高遊原 10.1 古賀　裕紹 日の隈 13.5 下田　隆也 筑紫野 17.9

15 9:52 藤河　繁利 熊本空港 8.9 日高　　厚 夜須高原 11.1 松下　義和 若木 17.2 竹内　祐二 ミッションバレー 26.9

インコース 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

16 8:00 吉田　美代子 中津 10.0 中西　和子 高遊原 14.9 前田　八重子 嘉穂 15.8

17 8:08 池宮　春美 ユニマット沖縄 10.6 吉嵜　範子 周防灘 13.0 冨安　誠子 ブリヂストン 24.4

18 8:16 福田　加代子 夜須高原 9.8 三堂　すみ子 かごしま空港36 12.2 小島　伸子 若松 15.8

19 8:24 平木　智子 チサン遠賀 5.0 松尾　直子 ブリヂストン 12.5 千葉　幸子 若松 15.2 藤田　玲子 パームヒルズ 19.0

20 8:32 東大森　れい子 熊本空港 8.3 山口　喜代美 若宮 11.8 相川　トキ子 長崎パーク 16.6 芝池　頼子 九州八幡 18.7

21 8:40 松尾　和子 ミッションバレー 8.6 長谷　敦子 長崎国際 12.1 宮田　福江 日の隈 18.7 井村　美恵 高遊原 19.9

22 8:48 三浦　伸枝 大分富士見 9.6 村井　紀美子 セブンミリオン 14.4 脇丸　喜代子 若宮 15.2 牛島　トシ子 日の隈 25.5

23 8:56 佐藤　正博 別府扇山 9.8 古賀　輝祐 佐賀 10.8 中嶋　啓範 矢部 12.2 斉藤　久太 茜 17.0

24 9:04 山口　誠 ミッションバレー 10.7 永瀬　善信 高遊原 16.7 島崎　法正 中津 17.6

25 9:12 下田　勝則 矢部 9.1 平田　　守 夜須高原 10.4 今村　勝幸 フジ 16.0 永松　勝人 大分 20.1

26 9:20 國吉　　明 ベルビーチ 10.0 吉田　篤雄 北郷フェニックス 11.2 松本　昌直 大博多 13.7 撫中　正博 ミッションバレー 20.7

27 9:28 前川　義邦 佐世保・平戸 8.5 白川　孝義 門司 10.4 白阪　博 宮崎国際 14.7 高橋　義人 大分富士見 19.5

28 9:36 住田　勇樹 高遊原 9.1 朝倉　省吾 鹿児島・鹿屋 11.2 野口　春吉 ブリヂストン 15.4 山本　博通 ザ・クラシック 24.9

29 9:44 濱口　恒博 北山 10.0 綱脇　　繁 ザ・クラシック 11.7 橋本　武 高遊原 15.0 吉田　勇人 宮崎大淀 30.4

　（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。

　（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）、大会前日以降は若松ゴルフ倶楽部（０９３-７４１-１２３１）

　（３）　男子Aクラス・・・アウコースト １～１０ 組　　　男子Bクラス・・・アウトコース １１～１５ 組、インコース ２３～２９ 組　　　女子の部・・・インコース １６～２２ 組

    開催日 ： 平成19年11月6日

    コース  ： 若松ゴルフ倶楽部

第５回  「ハンディキャップゴルフ競技 九州大会」 組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー

競技委員長　　古 賀　秀 策

注意事項

  （５）  飲酒運転防止のため、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。

  （４）  組合せに記載しているハンディキャップに変更があった場合は、所属クラブを通じ大会競技委員会に申出ること。


