
主 　催

開催日

コース

組 時刻 氏   名 ＨＤ 所属 氏   名 ＨＤ 所属 氏   名 ＨＤ 所属 氏   名 ＨＤ 所属

1 8:00 小川　 陽次 7.0 天山 武富　 義治 8.4 天山 三根　 恵助 11.0 天山 福島 　敏博 13.5 天山

2 08 松尾　 栄次 9.3 天山 田代　 紀行 10.0 天山 岸川　 武資 12.0 天山 渕上 　勝利 19.3 天山

3 16 松本　 定利 7.4 天山 庄崎 　弘明 8.0 天山 鳥越　 克彦 8.4 天山 永松 　増夫 21.0 天山

4 24 海老原　 誠 3.9 天山 松永富士子 11.0 天山 本田　 隆一 12.4 天山 土井  　　徹 16.4 天山

5 32 吉本勝太郎 1.0 天山 古賀 　善光 5.3 天山 野副 　正則 5.4 天山 北村 　佳信 9.0 天山

6 40 新宮 　正人 7.3 武雄 森田 　一樹 8.1 武雄 石橋　 一誠 13.7 武雄 嬉野 　直樹 16.5 武雄

7 48 佐藤　 裕子 16.2 佐賀 永江早千子 17.1 佐賀 細川 　典子 18.9 佐賀 今泉 　明美 23.4 佐賀

8 56 喜多村千鶴 11.7 佐賀 中村　 弥生 13.5 佐賀 東　  　澄子 15.3 佐賀 菅  　スマ子 17.1 佐賀

9 9:04 松尾 　直子 12.5 ブリヂストン 根城 　圭子 13.4 ブリヂストン 村山　 律子 14.0 フジ 冨安　 誠子 24.4 ブリヂストン

10 12 小林 　淑子 8.2 佐賀クラシック 吉原千恵子 13.1 佐賀ロイヤル 牛島  トシ子 13.6 日の隈 辻 　せつ子 16.1 日の隈

11 20 堤　  　俊樹 11.0 日の隈 古賀　 裕紹 11.6 日の隈 本村 　茂則 12.2 日の隈 田中 　信伍 15.8 日の隈

12 28 堤　 　 謙太 7.5 日の隈 牟田　 利男 7.6 日の隈 宮原　 静弥 8.3 日の隈 香月 　秀敏 10.3 日の隈

13 36 桧枝　 三生 10.0 ブリヂストン 佐野　 良寛 10.9 ブリヂストン 安原 　好憲 12.4 ブリヂストン 高田 　博司 16.3 佐賀

14 44 龍頭　 宏典 5.4 ブリヂストン 高木 　浩敏 6.9 ブリヂストン 浜野 　洋五 7.2 ブリヂストン 森　　  好徳 9.0 唐津

組 時刻 氏   名 ＨＤ 所属 氏   名 ＨＤ 所属 氏   名 ＨＤ 所属 氏   名 ＨＤ 所属

1 8:00 青木 　英樹 0.0 唐津 中村 　光和 5.0 唐津 三浦　 文徳 5.0 唐津 三浦 　角成 7.0 唐津

2 08 髙田 　芳雄 5.4 唐津 冨田　 菊夫 12.9 唐津 武内　 謙輔 14.6 唐津 井上 　順一 18.4 唐津

3 16 松本 　照久 4.0 唐津 福井　 秀明 8.0 唐津 井本　 巧仁 8.3 唐津 松本 　秀俊 10.7 唐津

4 24 平岡 　 　晟 12.9 唐津 辻　　  幸徳 14.7 唐津 松尾雄次郎 16.2 唐津 篠崎　 正之 16.8 唐津

5 32 山口　 裕介 6.5 武雄嬉野 原田 　達治 7.9 武雄嬉野 朽原　 弘征 7.9 武雄嬉野 森　  　章司 8.3 武雄嬉野

6 40 杉野　  　進 7.5 フジ 陣内 　克也 7.9 フジ 立山 　由乗 8.3 フジ 赤嶺 　文和 18.5 フジ

7 48 中本　 二郎 3.2 フジ 北島 　昭博 5.2 フジ 服巻 　英明 10.5 フジ 井手 　伸一 11.2 フジ

8 56 藤岡　 康彦 8.0 フジ 緒方　 龍雄 9.4 フジ 松尾 　邦彦 17.0 フジ 山下  　　隆 21.2 フジ

9 9:04 平野　 房義 7.1 佐賀クラシック 吉牟田　 正 7.8 佐賀クラシック 小島 　良信 9.7 佐賀クラシック 小栁 　友和 9.8 佐賀クラシック

10 12 吉田　  　裕 2.9 佐賀クラシック 松本　 武志 8.4 佐賀クラシック 米光 　國雄 11.8 日の隈

11 20 河部 　五豪 13.6 北山 松下　 義和 16.8 若木 坂本 　哲也 29.6 若木

12 28 平山 　美幸 3.1 北山 楢崎　 久平 9.0 北山 上瀧 　忠吉 9.1 北山 岩本　 武文 9.5 北山

13 36 杉浦 　國夫 3.4 北山 濱口　 恒博 8.7 北山 大塚 　満広 9.2 北山 唐川與利雄 10.8 北山

14 44 津田 　泰弘 5.2 北山 川崎　 一平 7.2 北山 石村 　勝司 9.3 北山 濱口　 克彦 11.3 北山

(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。

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または唐津ゴルフ倶楽部に連絡すること。

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 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速やかに大会競技委員会に届け出ること。

唐津ゴルフ倶楽部　　TEL 0955-73-2933  FAX 0955-72-0808

平成２０年度　第６回ハンディキャップ競技佐賀県地区大会組合せ表

:平成20年10月2日(木)
:唐津ゴルフ倶楽部

☆馬場野コーススタート

☆大平山コーススタート

:九州ゴルフ連盟

18ホール・ストロークプレー


