
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

開 催 日 ： 

アウトコース スタート 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 7:30 今村　広巳 佐賀 峯下  三千男 IGR京セラ 古賀　梅生 ザ・クイーンズヒル

2 7:39 坂上　和平 長崎国際 水田　豊秋 小郡 河口　誠 鷹羽ロイヤル 有村  忠 島津

3 7:48 中島　文章 大分中央 篠原　茂男 久留米 西田　精二 かほ 後藤　克義 宮崎国際

4 7:57 安河　正彰 ミッションバレー 吉行　澄男 宮崎ゴルフ 川崎　信廣 チェリー人吉 岩山　誉 筑紫ヶ丘

5 8:06 庄司　明男 福岡雷山 木原山　芳紀 佐世保 北  義一 湯の浦 山田　秀夫 花祭

6 8:15 大川　重信 小郡 桑原　 慶吾 大分 木口　順夜 沖縄 田中　俊巳 玄海

7 8:24 真鍋　高光 大博多 山下　勉 宮崎大淀 龍頭　宏典 ブリヂストン 金森　徹也 長崎パーク

8 8:33 皆吉　寿紀 阿蘇東急 小川　敏 ザ・クラシック 吉留　辰次 有明 内藤　 貴夫 大分中央

9 8:42 篠塚　武久 大博多 伊波　善雄 ベルビーチ 林田　政則 司ロイヤル 中濃　和寿 門司

10 8:51 今泉　幸彦 天山 阿河　和博 久山 小田　博之 いぶすき 鬼木　隆義 佐賀クラシック

11 9:00 永田　勝郎 北山 西嶋　利秋 志摩シーサイド 平田　晃宏 若松 髙藤　 伸之 大分東急

12 9:09 安藤　喜三郎 大分中央 松本　膺男 佐賀 東　義明 セブンミリオン 山中　賢三 チェリー小倉南

13 9:18 鍋井　健三 小郡 岩切  紘一 ゴールデンパーム 瀬戸山　亨 門司 鶴久　洋 佐賀ロイヤル

14 9:27 藤田　英輔 鹿北 高谷　敏征 喜々津 眞武　辰昭 大博多 夏山　英樹 久山

15 9:36 宮崎　俊介 ジェイズ高原３６ 四方田　貞雄 佐賀 山本　光一 志摩シーサイド 市丸　喜一郎 若松

16 9:45 梶原　啓三 福岡レイクサイド 田篭　繁男 小郡 獅子目　輯 宮崎 川口　浩治 北山

17 9:54 村上　明 矢部サンバレー 長谷川　勝三 北九州 長堀　平八郎 美々津 渡辺　正 筑紫野

18 10:03 池内　弘純 若松 境 　司 くまもと阿蘇 波田　洋一 セブンミリオン 雨郡　滋 佐賀クラシック

19 10:12 中島　徹夫 久留米 野口  勲 ゴールデンパーム 米安　工輔 鷹羽ロイヤル 上瀧　忠吉 北山

20 10:21 尾藤　牧衛 島原 岩倉　勲 臼杵 田中　康雄 肥後サンバレー 菅　十一郎 チサン遠賀

21 10:30 石橋　国彦 福岡国際 松下 廣海 大隅 小川　紘昭 有明 城間　眞吉 沖縄

22 10:39 濱元　良夫 沖縄 牧之段　健一 美々津 金村　泰幸 麻生飯塚 野口  昌邦 北山

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  

23 7:30 佐藤　良晴 鷹羽ロイヤル 髙原　成久 小郡 武部　周清 若木

24 7:39 上木　政章 志摩シーサイド 北村　明敏 チサン御船 泊岩　智 小郡 立川　悟 ミッションバレー

25 7:48 谷口　月晴 西日本 千葉　昌久 大村湾 福嶌　孝一 鹿北 川上　伸也 古賀

26 7:57 松尾　勝茂 長崎国際 岩崎　勇紀夫 チサン御船 岩下　年明 ザ・クラシック 渡邉　純一 麻生飯塚

27 8:06 谷脇　億明 皐月 小川　 雅彦 大分竹中 西坂　俊明 福岡 浅香　高茂 ザ・クラシック

28 8:15 山下　柾規 大分東急 白石　達也 くまもと中央 古市　純則 若松 高橋　英一 筑紫野

29 8:24 石川　栄二 琉球 猿田　仁 阿蘇高原 山下　貢 大博多 宅間　正州 筑紫ヶ丘

30 8:33 中島　好巳 チェリー鹿児島シーサイド 井田　達郎 チェリー小倉南 田中　勉 鷹羽ロイヤル 大元　文雄 宮崎

31 8:42 塚根　卓弥 パサージュ琴海 永野　勝利 周防灘 梅野　将利 久山 桑原  宏 出水

32 8:51 嘉陽　宗賢 オリオン嵐山 山下　伸次郎 佐世保 大山　芳則 福岡センチュリー 相良　忠信 周防灘

33 9:00 牧山　忠生 北山 吉冨  省人 ゴールデンパーム 岡部　友和 夜須高原

34 9:09 梶原　鶴雄 佐賀クラシック 杉町　攻 チサン森山 山本　辰好 セブンミリオン 馬越　敏孝 若松

35 9:18 永野　秀男 福岡フェザント 村島　保治 佐世保・平戸 右田　睆洸 くまもと城南 西村　彰 北山

36 9:27 吉本　勝太郎 天山 飯田　民雄 肥後サンバレー 石松　郁章 福岡 本永　次男 鷹羽ロイヤル

37 9:36 堀　昭男 美々津 山口  公弥 グリーンヒル 上野　勝洋 セブンミリオン 楢崎　久平 北山

38 9:45 山本　政実 ミッションバレー 門田　政博 西戸崎シーサイド 花牟礼 勲 霧島 深川　光雪 北山

39 9:54 釘宮　進生 大分東急 國本　欽一 夜須高原 森山　五男 小郡 田中　康弘 中九州

40 10:03 樫山　輝由 西戸崎シーサイド 大澤　護 西日本 髙木　次郎 小倉 重松　武文 北山

41 10:12 賀来　 富彦 ニッポー 武田　鐵雄 チサン遠賀 本村　耕資 大博多 大城　誠栄 琉球

42 10:21 吉浦　博文 大博多 安岡　伸幸 ブリヂストン 池田　五夫 チェリー宇土 仲本　董 沖縄国際

43 10:30 副島　忠昭 長崎パーク 田村　虎政 勝山御所 北島　啓男 天山 田島　寛廸 夜須高原

44 10:39 神原　武男 周防灘 牧　忠徳 八代 瀬尾　男一 西日本 徳永　康次 北山

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、開催日前日以降は

（３）　練習ラウンドを行う場合には、必ず１個のボールでプレーすること。
（４）  使用ティは、九州ミッドシニア選手権（１～10組、２３～３２組） ： 青マーク 、　九州グランドシニア選手権（１１～２２組、３３～４４組） ： 白マークとする。
（５）　第２日目の組合せおよびスタート時刻は第１日目競技終了後、ミッドシニア上位４５位、グランドシニア上位５５位までの者を、成績順に組合せの上掲示する。

競技委員長　　　　川 畑　孝 則

第２０回 九州ミッドシニア ・ 第３５回 九州グランドシニア選手権競技 決勝 組合せ表
（ 第 １ ラウンド ）

平成２５年９月２５日(水）１８ホール・ストロークプレー

北山カントリー倶楽部（０９５２-５６-２３２１）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。

北山カントリー倶楽部


