
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 
（第２日目） 開 催 日 ： 平成２１年１０月１日
アウト スタート

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

1 7:30 中島　好巳 鹿児島シーサイド 78 今城　瑛夫 若松 78

2 7:38 小池　政夫 佐賀クラシック 78 楠元　利夫 都城母智丘 78 大川　重信 太宰府 78

3 7:46 小山　明彦 鹿児島垂水 78 仲野　祐輔 ザ･クラシック 78 中島　文章 大分中央 78

4 7:54 坂本　一馬 別府 77 池田　康夫 天瀬温泉 77 山下　柾規 大分東急 77

5 8:02 伊藤　哲彦 祁答院 77 稲森　兼隆 鹿児島シーサイド 77 本村　賢司 長崎 77

6 8:10 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 77 高橋　德記 筑紫ヶ丘 77 座親　義朗 嘉穂 77

7 8:18 平野　智敏 長崎国際 77 宮村　学 ワールド 77 川本　昭生 伊都 77

8 8:26 吉武　義紹 日の隈 76 園田　廣 チェリー宇土 76 北川　登 天山 76

9 8:34 山浦　正継 志摩シーサイド 76 川上　伸也 古賀 76 河野　富男 佐世保・平戸 76

10 8:42 伊牟田　寛見 鹿児島シーサイド 76 川越　孝一 宮崎レイクサイド 76 前田　和幸 久山 76

11 8:50 佐々木　徹 くまもと中央 75 宮﨑　恒夫 佐賀 75 香月　茂夫 武雄 76

12 8:58 米倉　生慶 玉名 75 須尭　市男 北九州 75 石本　秀樹 福岡センチュリー 75

13 9:06 寺田　一人 太宰府 74 塚根　卓弥 大村湾 74 坂元　利廣 レインボースポーツランド 74

14 9:14 武田　幸一 麻生飯塚 73 照喜名　朝則 沖縄ロイヤル 74 武部　周清 若木 74

15 9:22 谷脇　億明 皐月 72 山口　清久 オーシャンパレス 73 松尾　昇一 チェリー宇土 73

イン スタート                    

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

16 7:30 熊川　正文 祁答院 78 中木戸　至 阿蘇 78

17 7:38 近藤　正耿 北九州 79 岩本　智久 長崎国際 79 牧　　 喜一郎 日の隈 79

18 7:46 中山　和洋 日の隈 79 吉浦　喜二 大博多 79 守田　和義 佐世保 79

19 7:54 時松　慊藏 筑紫ヶ丘 79 尾島　純市 南九州 79 金山　正浩 くまもと中央 79

20 8:02 川野　好幸 宮崎国際空港 79 杉本　博明 熊本南 79 石川　栄二 琉球 79

21 8:10 井田　達郎 チェリー小倉南 79 中島　照海 皐月 79 前田　宣夫 宮崎大淀 80

22 8:18 佐藤　新 阿蘇東急 80 古賀　友行 九州八幡 80 松本　康秀 臼杵 80

23 8:26 小柳　正則 フジ 80 小馬田　猛 八代 80 猿田　仁 阿蘇 80

24 8:34 真鍋　高光 大博多 80 山本　宜正 周防灘 80 鳥越　文彦 大博多 80

25 8:42 古賀　善光 佐賀クラシック 80 川鍋　孝正 志摩シーサイド 80 白石　達也 くまもと中央 81

26 8:50 大溝　要二 北九州 81 東野　成興 北山 81 川崎　信廣 筑紫ヶ丘 81

27 8:58 磯辺　保彦 別府 81 野見山　透 ミッションバレー 81 鶴　　 和徳 西戸崎シーサイド 81

28 9:06 織田　豊 福岡レイクサイド 81 山口　龍良 佐世保 81 本岡　健一 セントラル福岡 81

29 9:14 田中　清文 祁答院 81 村上　俊彦 若松 81 井口　重主 皐月 81

注意事項

　（１）  上記の参加者に欠場があった場合は、組合せの一部を変更することがある。　

　（３）　スタートの呼出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グホール近くで待機すること。

　（４）　飲酒運転防止のため、アルコール類の摂取を禁止する。

　（２）　病気、その他の事由により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟（０９２-７５１-０９５５）に所属クラブを通じ文書で通知すること。また、大会前日以降

　　　 　は熊本空港カントリークラブ（０９６-２３２-０１２３）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。

競技委員長　　古 賀　秀 策

第３９回  「九州シニア選手権競技 決勝」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

コ ー ス　： 熊本空港カントリークラブ


