
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 8:00 松尾　昇一 チェリー宇土 下田　紀二 ワールド 荒木　洋治 ザ・マスターズ天草

2 8:08 船津　信行 八代 吉井　研一 あつまるレーク 桑田　　茂 チェリー天草 三宅　博道 くまもと城南

3 8:16 村上　五月雄 高遊原 木下　幾英 球磨 福田　一大 不知火 太田　誠一 熊本空港

4 8:24 西坂　邦昭 チサン御船 村田　紀顕 熊本南 甲斐　 淳 熊本クラウン 柏木　春樹 水俣国際

5 8:32 永井　健治 矢部 原口　政廣 チサン人吉 園田　廣 チェリー宇土 金山　和男 ワールド

6 8:40 金子　和豊 ザ・マスターズ天草 小馬田　猛 八代 浦上　憲二 あつまるレーク 山崎　幸徳 チェリー天草

7 8:48 栃原　光信 くまもと城南 菊田　廣文 高遊原 村川　米蔵 球磨 平井　文夫 不知火

8 8:56 野田　賢治 熊本空港 成松　勝矢 チサン御船 森　利之 熊本南 古川　峰記 熊本クラウン

9 9:04 山口　良秀 水俣国際 藤田　千人志 矢部 柳瀬　誠司 チサン人吉 田辺　十郎 チェリー宇土

10 9:12 岡崎　武司 ワールド 井上　幸雄 ザ・マスターズ天草 小川　敏 八代 古閑　博良 あつまるレーク

11 9:20 西本　英治 チェリー天草 山本　義輝 くまもと城南 山口　幸敏 高遊原 渕上　昇 球磨

12 9:28 杉森　満秋 不知火 河野　　修 熊本空港 嘉副　榮二 チサン御船 松尾　喜久男 熊本南

13 9:36 松本　征寛 熊本クラウン 松本　秀久 水俣国際 吉川　健二 矢部 沢田　文徳 チサン人吉

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

14 8:00 本田　寿幸 チェリー宇土 林　俊行 ワールド 吉本　浩 ザ・マスターズ天草

15 8:08 今田　浩一 八代 杉本　光浩 あつまるレーク 宮田　良和 チェリー天草 河野　安彦 くまもと城南

16 8:16 堀江　滋 高遊原 松本　敏幸 球磨 川上　大介 不知火 小杉　康之 熊本空港

17 8:24 北村　明敏 チサン御船 木村　和博 熊本南 藤木　貴大 熊本クラウン 松延　精次 水俣国際

18 8:32 松本　康磨 矢部 山口　秋瑞 チサン人吉 水上　新吾 チェリー宇土 本山　聖英 ワールド

19 8:40 田上　匠 ザ・マスターズ天草 園田　英雄 八代 福永　敏夫 あつまるレーク 藤島　末則 チェリー天草

20 8:48 高口　重成 くまもと城南 中尾　和彰 高遊原 筒井　龍司 球磨 高山　富士雄 不知火

21 8:56 西島　幸二 熊本空港 林田　　猛 チサン御船 橋永　典男 熊本南 笠原　正裕 熊本クラウン

22 9:04 井上　光春 水俣国際 木下　高明 矢部 向大野　宗宏 チサン人吉 森　貴幸 チェリー宇土

23 9:12 宮村　　学 ワールド 川原　浩寿 ザ・マスターズ天草 下崎　健治 八代 小森田　幸也 あつまるレーク

24 9:20 池田　政勝 チェリー天草 木下　康弘 くまもと城南 坂田　幸生 高遊原 山冨　治義 球磨

25 9:28 甲斐　大童 不知火 堀田　廣樹 熊本空港 古閑　直浩 チサン御船 田中　紀彦 熊本南

26 9:36 松本　典生 熊本クラウン 森川　武治 水俣国際 薮　隆司 矢部 丸尾　誠治 チサン人吉

　（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）　打ち放し練習場は、日奈久ゴルフセンター（０９６５-３８-１５６４）を指定練習場とする。

競技委員長　　益 田　元 生

注意事項

　（３）　練習ラウンドは、必ず１個のボールを打ってプレーを行うこと。

　（２）　出場選手が病気、事故等で出場できなくなった場合は、競技開始３０分前までに大会競技委員会へ選手交替届けを提出の上

　　　 　補欠選手と交替する事ができる。
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