
開 催 日 ： 平成２４年８月２８日（火）

　　　　　　　　アウトコース スタートアウトコース スタートアウトコース スタートアウトコース スタート

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

1 8:00 林　誠治 出水 山下　辰二 かごしま空港３６ 後藤　龍二 鹿児島国際

2 8:08 岩切　紘一 ゴルーデンパーム 山中　隆二 IGR京セラ 大田　実角 グリーンヒル

3 8:16 永山　秀嗣 蒲生 橋口　美智男 霧島 西山　寛美 三州

4 8:24 中村　牧夫 高千穂 寺尾　春樹 桜島 岩元　民生 溝辺

5 8:32 熊川　正文 祁答院 四元　隆博 鹿児島高牧 川畑　正文 出水

6 8:40 新居　清一 かごしま空港３６ 竹本　清 鹿児島国際 川田原　昭廣 ゴルーデンパーム

7 8:48 藤井　純博 IGR京セラ 平　實利 グリーンヒル 中村　隆行 蒲生

8 8:56 荒瀬　義己 霧島 松川　清志 三州 宮崎　俊介 高千穂

9 9:04 西村　昭夫 桜島 岡田　秀信 溝辺 伊藤　哲彦 祁答院

10 9:12 月野　暎史 鹿児島高牧 梅田　健一 出水 徳永　洋 かごしま空港３６

11 9:20 隈元　好 鹿児島国際 吉冨　省人 ゴルーデンパーム 峯下　三千男 IGR京セラ

12 9:28 山口　公弥 グリーンヒル 黒木　孝志 蒲生 福地　勇 霧島

13 9:36 塩浦　幸信 三州 大出水　清一 高千穂 徳田　栄宏 桜島

14 9:44 松山　茂樹 溝辺 田中　清文 祁答院 有川　芳人 鹿児島高牧

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

15 8:00 村岡　公人 出水 濱　尚光 かごしま空港３６ 大塚　覚 鹿児島国際

16 8:08 谷山　正三 ゴルーデンパーム 村岡　辰哉 IGR京セラ 坊ノ下　徹 グリーンヒル

17 8:16 中嶋　幸洋 蒲生 松山　義人 霧島 本田　康信 三州

18 8:24 田代　久夫 高千穂 白坂　博文 桜島 上田橋　洋一 溝辺

19 8:32 山出　耕三 祁答院 谷山　政治 鹿児島高牧 宮内　芳純 出水

20 8:40 蛭川　剛 かごしま空港３６ 桐木平　英作 鹿児島国際 福永　勝男 ゴルーデンパーム

21 8:48 西田　保 IGR京セラ 尾辻　征嗣 グリーンヒル 小屋敷　一也 蒲生

22 8:56 大薗　誠司 霧島 長野　亘 三州 本田　義信 高千穂

23 9:04 長崎　正広 桜島 國場　明宏 溝辺 筒井　毅浩 祁答院

24 9:12 吉留　康貴 鹿児島高牧 遠竹　繁喜 出水 瀬戸口　隆二 かごしま空港３６

25 9:20 高橋　昌信 鹿児島国際 中間　誠 ゴルーデンパーム 永田　誠二 IGR京セラ

26 9:28 長野　正弥 グリーンヒル 森田　正敏 蒲生 大薗　正忠 霧島

27 9:36 中山　勇一 三州 亀元　雅樹 高千穂 重久　郁夫 桜島

28 9:44 末重　仁志 溝辺 安藤　和浩 祁答院 肥後　勝彦 鹿児島高牧

　（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。

注意事項

　（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代届けを提出の上、

　　　 　予め登録した補欠選手と交替する事ができる。

主    催  ： 九州ゴルフ連盟

コ ー ス  ： 祁答院ゴルフ倶楽部

競技委員長　　松 﨑　卓 郎

第第第第２３２３２３２３回 回 回 回 インタークラブインタークラブインタークラブインタークラブ鹿児島県北部地区競技大会  組合鹿児島県北部地区競技大会  組合鹿児島県北部地区競技大会  組合鹿児島県北部地区競技大会  組合せせせせ表表表表
１８１８１８１８ホール・ストロークプレーホール・ストロークプレーホール・ストロークプレーホール・ストロークプレー

　　　　　　　　インコース スタート                 インコース スタート                 インコース スタート                 インコース スタート                 

　（３）　練習ラウンドは、必ず１個の球でプレーすること。


