
平成２３年１０月５日（水）

アウトコース スタート
組 スタート 氏      名 所      属 ＨＤ 氏      名 所      属 ＨＤ 氏      名 所      属 ＨＤ 氏      名 所      属 ＨＤ

1 8:00 姫野　照文 臼杵　 8.6 後藤　好治 臼杵　 11.2 疋田　久吉 臼杵 13.4 板井　由伴 臼杵 16.2

2 8:09 西山　修二 チサン御船 6.9 富永　光樹 チサン御船 7.0 徳元　喜美男 宮崎国際 9.3 西嶋　洋一 熊本空港 12.0

3 8:18 知念　義宗 守礼 8.0 神原　武男 周防灘 7.6 三浦　和浩 阿蘇大津 10.1 西久保　正樹 佐賀 12.5

4 8:27 比嘉　淳二 ジ・アッタテラス 5.4 三重野　計滋 門司 9.0 松本　昌直 大博多 12.2 安達　司郎 島原 14.3

5 8:36 江村　博次 熊本空港 1.8 木口　順夜 沖縄 9.7 関　凌之介 UMK 10.0 田口　恭一 長崎パーク 14.6

6 8:45 城間　茂広 パームヒルズ 6.0 橋本　茂明 福岡レイクサイド 6.7 鳥飼　勇喜 熊本空港 9.9 小溝　幸一 長崎パーク 14.9

7 8:54 小橋川　勝巳 守礼 6.1 結城　国彦 皐月 7.3 向野　達也 福岡フェザント 11.2 上田　太一 大分富士見 14.3

8 9:03 浜崎　耕二 ユニマット沖縄 7.3 河上　信二 福岡レイクサイド 7.2 五所　栄太郎 大分富士見 10.6 冨永　常一 大博多 14.9

9 9:12 新垣　博章 ジ・アッタテラス 5.7 中庭　輝騎 大博多 8.5 林田　和久 中九州 10.1 西口　祥盛 鷹羽ロイヤル 16.1

10 9:21 村山　嘉彦 熊本空港 1.8 森元　武司 沖縄国際 10.0 吉田　清美 佐賀クラシック 10.2 出口　清 鷹羽ロイヤル 13.7

11 9:30 城間　盛貞 ジ・アッタテラス 7.5 花田　幸一 鷹羽ロイヤル 8.9 川口　圭典 喜々津 10.3 藤原　健利 大博多 13.5

12 9:39 松尾　和樹 長崎パーク 2.2 村中　尊裕亀 阿蘇大津 6.0 内藤　貴夫 大分中央 11.4 福田　智三朗 阿蘇 15.6

13 9:48 清水　正征 鷹羽ロイヤル 4.5 倉吉　康義 中九州 6.8 中村　真希 鹿児島国際 7.4 角　裕介 大分富士見 20.0

14 9:57 米倉　生慶 玉名 4.2 大島　秀海 愛野 6.4 野上　博資 大分富士見 11.6 是永　敬 鷹羽ロイヤル 13.3

15 10:06 坂本　敏徳 阿蘇グリーンヒル 6.9 伊藤　清 阿蘇グリーンヒル 8.3 山口　末夫 阿蘇グリーンヒル 12.1 田畑　利則 阿蘇グリーンヒル 12.6

インコース スタート               
組 スタート 氏      名 所      属 ＨＤ 氏      名 所      属 ＨＤ 氏      名 所      属 ＨＤ 氏      名 所      属 ＨＤ

16 8:00 園田　叔子 鷹羽ロイヤル 8.7 寺嶋　誠子 阿蘇 9.2 岩切　マリ子 宮崎ゴルフ 12.8 武田　孝乃 門司 19.0

17 8:09 是澤　浩子 宮崎国際 10.0 岩井田　佳代 福岡雷山 10.4 草葉　ハルカ 中津 11.9 今宿　めぐみ 宮崎大淀 12.3

18 8:18 森川　麗子 チェリー宇土 6.9 吉嵜　範子 中津 8.0 川添　礼子 宮崎大淀 10.6 篠浦　幸子 福岡雷山 14.7

19 8:27 田中　まゆみ グリーンランドリゾート 5.5 山口　富美香 青島 9.5 植津　恵子 北九州 12.0 梅﨑　弘子 鷹羽ロイヤル 16.3

20 8:36 光島　弥生 小郡 13.0 水田　まみ子 茜 16.0 我部　順子 大博多 16.1 久冨　いずみ 小郡 16.5

21 8:45 東大森　れい子 熊本空港 7.7 平田　雪恵 久留米 9.1 中西　和子 高遊原 16.1 大嶋　弓子 阿蘇 16.3

22 8:54 大橋　久美男 九州小岱山 4.9 石本　伸児 グランドチャンピオン 6.5 矢次　行登 有明 10.8

23 9:03 嶋村　健 熊本空港 5.7 境　宏一 グリーンランドリゾート 6.7 小宮　浩義 有明 8.6

24 9:12 林田　次男 熊本空港 13.9 小野　圭介 熊本空港 15.7 佐藤　徳郎 熊本空港 16.6 池田　親夫 熊本空港 17.0

25 9:21 熊井　茂男 若松 7.2 小林　繁 ワールド 8.4 田添　等 長崎パーク 8.4 今村　敏英 鹿児島ガーデン 15.5

26 9:30 宮崎　朗 鷹羽ロイヤル 7.6 小吉　利明 チェリー鹿児島シーサイド 8.0 入部　一秀 グリーンランドリゾート 10.7 中村　憲史 熊本空港 13.4

27 9:39 境　司 くまもと阿蘇 5.3 水上　淳一 ワールド 6.8 吉田　喜次 ジェイズ日南 11.4 木下　英文 中九州 13.7

28 9:48 徳満　昭憲 UMK 7.3 平川　修二 佐世保国際 8.7 森　秀一 くまもと阿蘇 8.0 猿渡　博文 九州小岱山 15.9

29 9:57 上野　時男 周防灘 6.6 新垣　慶男 ワールド 8.2 今宿　龍二 宮崎大淀 11.9 島袋　朝曠 ジ・アッタテラス 14.3

30 10:06 山下　和彦 チサン森山 8.2 土井　正博 夜須高原 8.8 松田　達憲 ワールド 13.3 中山　良一 阿蘇東急 22.3

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

競技委員長　　 内 野　善 雄

（４） 組合せに記載されているハンディキャップに変更があった場合は、所属クラブを通じ大会競技委員会に届出ること。

第9回  「ハンディキャップゴルフ競技 九州大会」 組合せ表

熊本空港カントリークラブ

九 州 ゴ ル フ 連 盟

（18ホールズ・ストロークプレー）　

主    催  ： 

開 催 日 ： 

コ ー ス　： 

（３） スタートの呼び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ングホールで待機すること。

（２） 病気、その他の事由により欠場する場合は、事前に所属クラブを通じ九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）まで文書で通知すること。なお、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。


