
九州ゴルフ連盟創立４０周年記念

第２１回 インタークラブ熊本県北部地区競技大会  組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー

主    催  ： 九州ゴルフ連盟

開 催 日 ： 平成２２年９月１日

　　アウトコース スタート コ ー ス　： 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース

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

1 8:00 吉田　亮二 九州小岱山 佐々木　徹 くまもと中央 倉吉　康義 中九州

2 8:08 福嶌　孝一 鹿北 米倉　生慶 玉名 大野　羊逸 司ロイヤル

3 8:16 嶋本　計司 菊池 高浜　詔治 肥後 野口　秀雄 阿蘇グリーンヒル 橋本　敏明 阿蘇東急

4 8:24 浦　信夫 グリーンランドリゾート 本田　満 阿蘇やまなみ 嶋田　幸治 くまもと阿蘇 河津　野利夫 グランドチャンピオン

5 8:32 野田　英俊 阿蘇 茂田　和博 菊池高原 山王　一廣 司菊水 西　徹 阿蘇大津

6 8:40 坂口　正光 九州小岱山 坂本　功夫 くまもと中央 池尻　良平 中九州 高島　和憲 鹿北

7 8:48 規工川　隆行 玉名 江﨑　洋一 司ロイヤル 有働　秀夫 菊池 吉野　武司 肥後

8 8:56 伊藤　清 阿蘇グリーンヒル 河村　寛 阿蘇東急 熊沢　敬治 グリーンランドリゾート 古賀　俊夫 阿蘇やまなみ

9 9:04 橋本　四十六 くまもと阿蘇 濱洲　正行 グランドチャンピオン 宮崎　昇 阿蘇 石橋　香織 菊池高原

10 9:12 中尾　政輝 司菊水 原　滋 阿蘇大津 塚本　啓司 九州小岱山 田口　保 くまもと中央

11 9:20 木本　忠二 中九州 米島　久 鹿北 幸治　学 玉名 坂口　正弘 司ロイヤル

12 9:28 松茂　正實 菊池 飯田　民雄 肥後 佐藤　竜巳 阿蘇グリーンヒル 皆吉　寿紀 阿蘇東急

13 9:36 吉川　憲一 グリーンランドリゾート 平田　豊継 阿蘇やまなみ 境　司 くまもと阿蘇 緒方　孝則 グランドチャンピオン

14 9:44 中間　輝久 阿蘇 早田　豊 菊池高原 鈴木　春行 司菊水 高森　巧 阿蘇大津

　　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  

15 8:00 西村　良平 九州小岱山 松本　憲明 くまもと中央 山下　勇夫 中九州

16 8:08 鬼木　康善 鹿北 米倉　慶一郎 玉名 尾田　誠二 司ロイヤル

17 8:16 高山　浩 菊池 山本　博喜 肥後 若松　建吾 阿蘇グリーンヒル 佐藤　 新 阿蘇東急

18 8:24 坂田　隆幸 グリーンランドリゾート 西川　伸一 阿蘇やまなみ 野田　賢蔵 くまもと阿蘇 高見　宏幸 グランドチャンピオン

19 8:32 池尻　誠 阿蘇 大里　　充 菊池高原 野口　秀夫 司菊水 安楽　新一 阿蘇大津

20 8:40 吉田　豪 九州小岱山 金山　正浩 くまもと中央 真鍋　義徳 中九州 大高　弘勝 鹿北

21 8:48 田浦　敏晴 玉名 立山　誠也 司ロイヤル 高須　良一 菊池 梶岡　　吏 肥後

22 8:56 倉谷　森久 阿蘇グリーンヒル柿木　孝哉 阿蘇東急 梅田　祐二 グリーンランドリゾート 成田　秀樹 阿蘇やまなみ

23 9:04 合澤　啓貴 くまもと阿蘇 奥山　直樹 グランドチャンピオン青木　秀夫 阿蘇 中田　章一 菊池高原

24 9:12 林　武夫 司菊水 大林　英工 阿蘇大津 伊藤　和仁 九州小岱山 辻田　昭吾 くまもと中央

25 9:20 佐藤　浩一 中九州 江頭　一幸 鹿北 田中　秀文 玉名 河口　康広 司ロイヤル

26 9:28 中島　正信 菊池 前川　幸一 肥後 中嶋　浩憲 阿蘇グリーンヒル 小橋　一夫 阿蘇東急

27 9:36 米倉　和法 グリーンランドリゾート 坂本　隆 阿蘇やまなみ 林　哲生 くまもと阿蘇 友枝　周作 グランドチャンピオン

28 9:44 山本　勝一 阿蘇 入江　謙二 菊池高原 山本　学 司菊水 村中　尊裕亀阿蘇大津

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。

　（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交替届けを提出の上

　　　 　予め登録した補欠選手と交替する事ができる。

　（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。

　（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。

競技委員長　　益 田　元 生


