
主    催  ： 

開 催 日 ： 

アウトコース スタート コ ー ス　： 

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

1 7:30 庄司　明男 福岡雷山 宮下　一利 二丈 富永　良三 福岡

2 7:38 川崎　信廣 筑紫ケ丘 宮田　一雄 セブンミリオン 光武　新人 芥屋 江崎　喜博 西戸崎

3 7:46 時松　慊藏 筑紫ケ丘 鶴　　和徳 西戸崎 青柳　幸雄 セブンミリオン 三角　隆廣 芥屋

4 7:54 前田　和幸 久山 下川　尚則 芥屋 狩野　泰弘 筑紫ケ丘 松岡　憲一 伊都

5 8:02 建山　　茂 ザ・クイーンズヒル 川上　伸也 古賀 鈴木　銀二郎 福岡 平島　千景 西戸崎

6 8:10 田島　雅二 筑紫ケ丘 末永　功 久山 田中　史彦 伊都 森山　眞樹 セブンミリオン

7 8:18 榊　　　満 伊都 高橋　秀樹 福岡 佐藤　純司 西戸崎 柿川　信登 芥屋

8 8:26 久保　博史 福岡 三浦　郁夫 古賀 井上　　要 伊都 長野　清次 筑紫ケ丘

9 8:34 上　　澄則 福岡雷山 葉山　龍之助 福岡 有吉　正昭 セブンミリオン 髙山　幸夫 筑紫ケ丘

10 8:42 岩本　健次 久山 古賀　敏明 九州 三野原　忠愛 福岡 浦田　　隆 セブンミリオン

11 8:50 衛藤　　学 福岡 深町　匡穂 九州 松山　國實 セブンミリオン 山内　憲行 ザ・クイーンズヒル

12 8:58 山﨑　清治 セブンミリオン 上原　　洋 芥屋 山下　洋一 福岡 古舘　雅治 福岡雷山

13 9:06 手島　博士　 福岡雷山 藤田　英夫 福岡 松原　好一郎 芥屋 太田　鐵夫 西戸崎

14 9:14 飯田　幸康 筑紫ケ丘 高橋　正治 志摩 山本　光年 二丈 佐藤　重雄 福岡雷山

15 9:22 松本　　修 福岡雷山 片山　利治 九州 川本　昭生 伊都 尾崎　政行 筑紫ケ丘

16 9:30 井浦　一博　 久山 玉井　義明 芥屋 森　　章郷 セブンミリオン 塩手　成秋 福岡雷山

17 9:38 木村　日登志　 伊都 井上　　優 久山 安河内　　哲 福岡 梶原　恒司 セブンミリオン

18 9:46 水田　芳夫 志摩 前田　耕平 福岡 山下　俊一 伊都 仲　　幹男 福岡雷山

19 9:54 毛利　泰介 福岡雷山 古賀　芳和 志摩 増本　政敏 九州 梅埜　和夫 セブンミリオン

20 10:02 井上　政義 久山 井本　克己 福岡 児島　　理 福岡雷山 重松　武文 伊都

21 10:10 上野　勝洋　 セブンミリオン 高木　春光 福岡雷山 諸藤　繁太郎 古賀 西坂　俊明 福岡

22 10:18 髙山　正敏 筑紫ケ丘 阿部　光喜 久山 松尾　隆司 福岡雷山 井上　正紀 九州

23 10:26 宅間　正州 筑紫ケ丘 松尾　八洲男 九州 長野　博善 ザ・クイーンズヒル 岩隈　康成 福岡

24 10:34 宮崎　祐一 九州 弓削　裕正 芥屋 梅野　将利 久山 高橋　徳記 筑紫ケ丘

25 10:42 川鍋　孝正 志摩 椛島　哲也 西戸崎 福澤　俊一 セブンミリオン 下田　弘美 福岡雷山

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 8:00 林　　正明 筑紫ケ丘 宿谷　秀寿 古賀 小西　啓介 ザ・クイーンズヒル 初村　忠昭 福岡雷山

2 8:08 末石　　晃 福岡 村上　輝久 久山 森岡　洋史 伊都 濵﨑　　淨 セブンミリオン

3 8:16 西尾　福蔵 芥屋 石松　郁章　 福岡 瀬川　信夫 志摩 佐野　末男 福岡雷山

4 8:24 夏山　英樹 久山 門田　政博 西戸崎 大村　久敏 筑紫ケ丘 森田　与志基 セブンミリオン

5 8:32 樫山　輝由 西戸崎 小竹　保章 久山 村田　邦彦 古賀 重松　繁利 ザ・クイーンズヒル

6 8:40 東　　義明 伊都 吉村　澄弘 芥屋 佐藤　泰司 九州 大谷　史洋 ザ・クイーンズヒル

7 8:48 阿部　熊光 西戸崎 髙良　年紀 伊都 工藤　　喬 志摩 光安　兼則 筑紫ケ丘

8 8:56 藤田　正宏　 志摩 但馬　銃一 久山 福田　啓二 伊都 松本　武彦 セブンミリオン

9 9:04 本田　重喜 筑紫ケ丘 用松　勝士 ザ・クイーンズヒル 河野　　満 西戸崎 永浦　　亨 福岡雷山

10 9:12 臼杵　良治 福岡雷山 本田　久直 筑紫ケ丘 赤時　徹義　 セブンミリオン 中山　弘道 ザ・クイーンズヒル

11 9:20 河村　準二 福岡 中村　恵昭 芥屋 伊勢田　　晃 セブンミリオン

12 9:28 鳥居　久仁保 久山 吉次　平八郎 福岡 池田　正伸 志摩

13 9:36 暮松　忠通 西戸崎 糸山　堅一 芥屋 井上　　洋 福岡

14 9:44 髙木　武俊　 芥屋 江藤　莞爾 久山 織田　耕造　 福岡 古賀　正隆 セブンミリオン

15 9:52 吉原　教雄 久山 藍園　幸雄 セブンミリオン 権藤　道彦 芥屋 井上　英光 福岡

16 10:00 岩波　　孝 西戸崎 横山　宗平 久山 寺嶋　健二 セブンミリオン 山本　和義 古賀

17 10:08 山本　辰好 セブンミリオン 屋本　正晴 伊都 高橋　梅男 西戸崎 川原　義充 福岡

18 10:16 柴田　　鎮　 二丈 市山　哲雄 久山 日吉　政和 福岡 逸見　和清 芥屋

19 10:24 西嶋　利秋 志摩 堺　　　浩 福岡 内田　耕二 西戸崎 檜垣　弘之 セブンミリオン

20 10:32 大谷　善博 福岡雷山 竹内　佐津夫 セブンミリオン 中嶋　重之 志摩 馬場　輝登 福岡

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１０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）　シニア　ＯＵＴ １組２５組  　　　ミッドシニア　ＩＮ １組～１０組　　　グランドシニア　 ＩＮ １１組～２０組

　（６）　飲酒運転防止のため、アルコール類の摂取を禁止する。

競技委員長　　内 野　善 雄

「九州シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権競技 予選」 組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー

セブンミリオンカントリークラブ

九州ゴルフ連盟

平成２０年５月１３日(火）

　（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。

　（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）またはセブンミリオンカントリークラブ

　　　 　（０９２－８０４－７０００）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。


