
主    催  ： 

開 催 日 ： 

アウト（雲仙）コース スタートアウト（雲仙）コース スタートアウト（雲仙）コース スタートアウト（雲仙）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 濱　   浩二 長崎国際 當真　航星 愛　野 永石　泰龍 島　原 江添　雅文 大村湾

2 7:38 福田　圭輔 佐世保国際 津田　芳弥 佐世保 梅本　一由 愛　野 高原   　誠 島　原

3 7:46 浅野　   茂 大村湾 高石　一虎 島　原 山下　和彦 チサン森山 内田　雄二 小長井

4 7:54 山口　博幸 佐世保国際 千葉　昌久 大村湾 田渕　賢治 佐世保 杉永　生悟 長崎国際

5 8:02 福田　洋平 佐世保・平戸 大久保　嘉之 五　島 徳永　武仁 チサン森山 溝口　雄太 九州高校ゴルフ連盟

6 8:10 益永　尚弥 佐世保国際 野中　康男 愛　野 中尾   　博 大村湾 森田　和典 ペニンシュラ

7 8:18 持永　海宣 長崎国際 竹口　保典 ハウステンボス 中島　好則 五　島 法本　憲一郎 佐世保

8 8:26 緒方　正隆 チサン森山 本田　勝斉 喜々津 中野　勝利 佐世保国際 瀧口　   瞭 大村湾

9 8:34 田中　健太 大村湾 熊谷   　暁 佐世保 梅田　克成 長崎パーク 神田　昭夫 チサン森山

10 8:42 辻　   浩二 チサン森山 増田　湧希 ペニンシュラ 大原　隆弘 佐世保国際 朝野　史大 愛　野

11 8:50 高塚　勝也 愛　野 永川　   茂 大村湾 久保   　諭 野母崎 植木　真一 チサン森山

12 8:58 松尾　真吾 オーシャンパレス 島田　雄一 島　原 藤山　幸則 チサン森山 藤原　紳祐 長崎国際

13 9:06 坂口　哲広 パサージュ琴海 福島　有穂 佐世保 田嶋　寛幸 大村湾 植野　豪太 ペニンシュラ

14 9:14 谷川　富夫 つくも 國東　文雄 チサン森山 山口　裕介 佐世保国際 木下　孝道 オーシャンパレス

15 9:22 扇　慶太朗 オーシャンパレス 大島　   久 長崎パーク 片平　正剛 チサン森山 森田　和久 島　原

16 9:30 小畑　誠一 長崎国際 湯浅　幸一 大村湾 川上　秀樹 ペニンシュラ 林田　利治 佐世保

17 9:38 堤　   祐義 大村湾 吉永　幸徳 島　原 出口　教光 野母崎 永田　英明 佐世保国際

18 9:46 杉谷　好隆 長崎国際 山下　俊次 野母崎 小田　和人 長崎パーク 上田　功平 島　原

19 9:54 木下　政信 チサン森山 中村　宗一 ペニンシュラ 木原　隆太郎 長　崎 小林　   秀 野母崎

20 10:02 田中　雅之 佐世保国際 松尾　慎次 愛　野 隈部　昌司 島　原 黒鳥　慎一 ペニンシュラ

21 10:10 松尾　勝茂 長崎国際 松﨑　一也 チサン森山 渡邊　譲二 愛　野 西辻　好和 ハウステンボス

22 10:18 白川　博之 佐世保 三枝   　厚 滑　石 松尾　   元 長崎パーク 山下　隆之介 オーシャンパレス

23 10:26 田川   　稔 大村湾 生田　貴稔 ペニンシュラ 菊田　陽一 島　原 土橋　   勝 長崎パーク

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）病気その他事故等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)に文書で通知すること。また、開催当日は

　　　 チサンカントリークラブ森山(０９５７-３５-２２１１)に必ず連絡すること。

　（３）練習ラウンドにおいては、必ず１個の球でプレーすること。
　（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。
　（５）一次予選通過者は９０９０９０９０名とする。なお、予選通過者にタイが出た場合はマッチングスコアカード方式により決定する。

競技委員長　　河 野　富 男

第４４回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 組合せ表第４４回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 組合せ表第４４回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 組合せ表第４４回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー１８ホール・ストロークプレー１８ホール・ストロークプレー１８ホール・ストロークプレー

チサンカントリークラブ森山

九州ゴルフ連盟

平成26年4月2日（水）


