
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 
（第２日目） 開 催 日 ： 平成２３年９月２８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 坂元　利廣 レインボースポーツランド 77 山内　孝徳 八女上陽 77 鈴木　久義 高原 77

2 7:38 本多　義雄 大分竹中 77 木下　康弘 くまもと城南 77 石本　秀樹 福岡センチュリー 77

3 7:46 青木　英樹 佐賀ロイヤル 76 安部　重己 福岡国際 76 坂本　功夫 くまもと中央 76

4 7:54 重松　憲仁 ミッションバレー 76 庄司　明男 福岡雷山 76 古賀　芳和 茜 76

5 8:02 宮﨑　正男 大分富士見 76 田尻　美智明 ミッションバレー 76 山口　清久 オーシャンパレス 76

6 8:10 佐々木　徹 くまもと中央 75 井浦　一博 久山 75 猿田　仁 阿蘇 75

7 8:18 近藤　正耿 北九州 75 江﨑　洋一 司ロイヤル 75 伊牟田　寛見 チェリー鹿児島シーサイド 75

8 8:26 比嘉　賀信 ユニマット沖縄 75 守田　和義 佐世保 75 上木　政章 志摩シーサイド 75

9 8:34 中山　和洋 日の隈 74 宮﨑　恒夫 佐賀 75 北川　登 天山 75

10 8:42 嘉副　彰彦 福岡 74 池尻　良平 中九州 74 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 74

11 8:50 田中　清文 祁答院 74 河野　富男 佐世保・平戸 74 山本　宜正 周防灘 74

12 8:58 板井　良春 三重 73 武田　幸一 麻生飯塚 74 真鍋　高光 大博多 74

13 9:06 金山　正浩 くまもと中央 73 鵜木　伸久 ブリヂストン 73 野田　尚登 有明 73

14 9:14 坂本　一馬 別府 70 山浦　正継 志摩シーサイド 70 新穂　芳昌 嘉穂 72

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

15 7:30 有本　則男 チェリー小倉南 77 西本　英生 鷹羽ロイヤル 77 中山　康弘 大博多 77

16 7:38 南里　憲雄 天山 77 吉武　義紹 日の隈 77 大川　重信 太宰府 77

17 7:46 池田　康夫 天瀬温泉 77 島田　昇ニ郎 古賀 77 池内　弘純 若松 77

18 7:54 鳥越　文彦 大博多 77 下田　敬一 皐月 77 新留　秀三 喜入 78

19 8:02 藁垣　怜 皐月 78 竹下　和美 湯の浦 78 田辺　十郎 チェリー宇土 78

20 8:10 上木原 純一郎 久山 78 三上　勤 ジ・アッタテラス 78 磯辺　保彦 別府 78

21 8:18 髙橋　徳記 筑紫ヶ丘 78 野村　年秋 宮崎国際 78 松尾　勝茂 長崎国際 78

22 8:26 前田　和幸 久山 78 前田　隆 若松 78 伊藤　雄二　 西日本 78

23 8:34 川鍋　孝正 志摩シーサイド 78 副島　一也 長崎 79 中川内　澄男 佐世保国際 79

24 8:42 小柳　正則 フジ 79 大地　良人 三重 79 山本　義輝 くまもと城南 79

25 8:50 黒石　尚登 北山 79 山口　龍良 佐世保 79 堺　　 哲男 ブリヂストン 79

26 8:58 森園　信行 佐賀クラシック 79 園田　廣 チェリー宇土 79 川越　孝一 宮崎レイクサイド 79

27 9:06 杉本　博明 熊本南 79 佐藤　憲一 大分 79 乙守　修 フェニックス 79

28 9:14 木下　龍夫 チェリー宇土 79 谷川　富夫 つくも 79 辺土名　求 沖縄国際 79

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。　

　（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（０９２-４３４-５５０１）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、くまもと中央カントリークラブ（０９６-２９３-３３００）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。

　（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。

競技委員長　　塚 根　卓 弥

第４１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　： くまもと中央カントリークラブ


