
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

開 催 日 ： 

アウトコース スタート コ ー ス　： 鹿児島高牧カントリークラブ

組 スタート 所      属 所      属 所      属  

1 8:00 松原　裕人 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 上間　匡 九州学連

2 8:08 山下　勉 宮崎大淀カントリークラブ ※今林　勝 ウィンゴルフクリニック ※室井　憲男 ザ・マスターズ天草コース

3 8:16 山出　耕三 祁答院ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※児島　真吾 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 ※山ノ口　章大 溝辺カントリー倶楽部

4 8:24 野村　年秋 宮崎国際ゴルフ倶楽部 ※境　誠 広畑ゴルフ倶楽部 ※木野　隆一 矢部ゴルフ倶楽部

5 8:32 乙守　修 都城母智丘ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 西　瑞樹 九州高連 ※園田　大樹 熊本南カントリークラブ

6 8:40 中嶋　浩憲 阿蘇ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 尾崎　秀平 宮崎国際ゴルフ倶楽部 ※吉永　智一 フリー

7 8:48 野中　清成 都城母智丘ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 井手尾　力 肥後ｶﾝﾄﾘーｸﾗﾌﾞ ※佐藤　祐樹 熊本空港CC

8 8:56 前田　宣夫 宮崎大淀カントリークラブ 黄　勇鹿 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※呉原　吏信 球磨ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

9 9:04 大塚　覚 鹿児島国際ｺﾞﾙﾌクラブ　 岡　範 湯の浦ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ※川原村　嘉明 フリー

10 9:12 宇田　幸一郎 湯の浦ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 高階　章夫 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※池田　力 フリー

11 9:20 伊藤　哲彦 祁答院ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 大林　勇士 肥後ｶﾝﾄﾘーｸﾗﾌﾞ ※伊東　克展 サンゴルフ

12 9:28 宮島　孝美 都城母智丘ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 東　輝昌 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※杉田　勇 フリー

13 9:36 坂本　修郎 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 内山　征二 熊本クラウンゴルフ倶楽部 ※一ノ瀬　喜一郎 フリー

14 9:44 阿部　信行 高原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 林　孔裕 宮崎国際ゴルフ倶楽部 ※金田　素来 フリー

15 9:52 森　孝志 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 菅原　正海 鹿児島高牧ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ※日高　将史 宮崎ｻﾝｼｬｲﾝCC

16 10:00 吉村　明恭 肥後ｶﾝﾄﾘーｸﾗﾌﾞ 矢野　裕三 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※竹原　秀幸 フリー

インコース スタート               

組 スタート 所      属 所      属 所      属  

1 8:00 野元　貴弘 鹿児島ｼｰｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 郡司掛　利明 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

2 8:08 成松　和幸 高原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ※鋤田　和富 (株)オカザキ ※木村　幸広 ウィンゴルフクリニック

3 8:16 棚田　敏文 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 ※大八木　淳 肥後カントリークラブ ※川本　弘富 フリー

4 8:24 嘉数　光倫 阿蘇ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 武田　真一 九州高連 ※重永　亜斗夢 フリー

5 8:32 多羅　洋平 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 上畠　鳳人 九州高連 ※井上　博道 くまもと中央カントリー倶楽部

6 8:40 稲森　佑貴 鹿児島ｼｰｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 成松　亮介 九州高連 ※森　正尚 熊本南カントリークラブ

7 8:48 辻田　昭吾 くまもと中央ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 大林　浩二 肥後ｶﾝﾄﾘーｸﾗﾌﾞ ※松永　健太郎 鹿児島空港36ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

8 8:56 首藤　俊郎 フェニックスカントリークラブ 合原　秀利 ＩＧＲｷ京セラ ※南　和彦 菊水ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

9 9:04 村山　嘉彦 熊本空港ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 石田　聖悟 矢部ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※本田　大作 くまもと中央CC

10 9:12 川越　孝一 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 桐木平　英作 鹿児島国際ｺﾞﾙﾌクラブ　 ※青木　俊秀 鹿北ゴルフクラブ

11 9:20 草村　京佑 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 富永　大誠 高遊原カントリークラブ ※加藤　伸二 青島ゴルフ倶楽部

12 9:28 楠元　利夫 都城母智丘ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 稲垣　聡之 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※福永　光伸 フリー

13 9:36 松本　憲明 くまもと中央ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 小浦　和也 宮崎国際空港ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ※日高　良幸 溝辺カントリークラブ

14 9:44 日高　雅司 宮崎国際ゴルフ倶楽部 後潟　直道 鹿児島ｼｰｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※森元　峻 フリー

15 9:52 高部　展裕 宮崎国際ゴルフ倶楽部 本田　博一 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ※川野　裕太 溝辺カントリークラブ

16 10:00 福村　浩隆 ＩＧＲｷ京セラ 佐野　竜輔 宮崎国際ゴルフ倶楽部 ※野邊　穣 宮崎ｻﾝｼｬｲﾝCC

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）　予選通過者は９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。
　（６）　飲酒運転防止のため、アルコール類の摂取を禁止する。

氏      名 氏      名

氏      名 氏      名

競技委員長  　　佐 藤　守 男

２００８ 「九州オープンゴルフ選手権競技 予選」 組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー

　（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）または鹿児島高牧カントリーク

　　　 　ラブ（０９９５-５２-１６０３）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。

氏      名

平成20年8月7日

※プロ ・ アシスタントプロ

氏      名


