
主    催  ： 

開 催 日 ： 

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 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 田川　稔 大村湾 辻　浩二 チサン森山 久貝　英 五島

2 7:39 亀井　敏樹 武雄嬉野 境　勉 喜々津 松本　裕也 長崎パーク 中村　宗一 ペニンシュラ

3 7:48 山口　龍良 佐世保 前田　秀樹 長崎パーク 山本　直彦 小長井 新原　正義 久住高原

4 7:57 江口　雄二 北山 堤　祐義 大村湾 山口　博幸 佐世保国際 土橋　勝 長崎パーク

5 8:06 谷川　富夫 つくも 西村　佳晃 花祭 園田　一海 オーシャンパレス 千葉　昌久 大村湾

6 8:15 杉谷　好隆 長崎国際 楢崎　雄磨 若木 湯浅　幸一 大村湾 大原　隆弘 佐世保国際

7 8:24 坂口　哲広 パサージュ琴海 緒方　正隆 チサン森山 篠原　剛 湯布院 大西　浩司 中津

8 8:33 川久保　寿麿 天山 新髙　英明 大村湾 佐野　徹 別府扇山 田川　幸盛 ペニンシュラ

9 8:42 江越　貴之 佐賀クラシック 内藤　滉人 大分 野田　龍平 大和不動 出口　由紀美 佐世保

10 8:51 大古場　諒 武雄嬉野 鵜木　啓光 ブリヂストン 山下　俊次 野母崎 井上　裕二 小長井

11 9:00 西尾　公孝 佐賀 篠原　仕師命 湯布院 生田　貴稔 ペニンシュラ 松尾　和樹 滑石

12 9:09 田中　雅之 佐世保国際 村井　龍嘉 大分 馬場　隆光 唐津 森田　和久 島原

13 9:18 坂本　隆一 中津 水田　長一 島原 鷹巣　勇 大和不動 村上　友英 大分

14 9:27 川口　昇平 ペニンシュラ 樋口　新一 大分中央 熊谷　暁 佐世保 平山　裕治 ハウステンボス

15 9:36 鵜木　伸久 ブリヂストン 高塚　勝也 愛野 山口　泰知 オーシャンパレス 岡本　和豊 大分

16 9:45 山口　晴輝 長崎国際 池田　真也 佐賀クラシック 岩戸　和行 佐世保 溝口　雄太 高校ゴルフ連盟

17 9:54 松山　雅光 大分竹中 田中　健太 大村湾 山口　和夫 佐賀クラシック 前山　海翔 愛野

18 10:03 田中　孝弘 佐賀 増田　裕太郎 愛野 本田　新一 別府 梅田　克成 長崎パーク

19 10:12 佐藤　憲一 大分 近藤　雅則 北山 東　大智郎 佐世保 瀧口　瞭 大村湾

20 10:21 芹澤　慈眼 大分 近藤　博和 佐賀 川﨑　治郎 佐世保 福井　勉 フジ

21 10:30 平川　勝也 臼杵 原　成八 佐世保国際 濵里　敏照 長崎 植野　豪太 ペニンシュラ

22 10:39 岡村　了 愛野 灰野　徹 福岡セヴンヒルズ 沢野　敬二 三重 宮崎　裕也 野母崎

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               

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

23 7:30 工藤　英由紀 佐賀 松本　勇二 大村湾 當真　航星 愛野 本田　智也 ペニンシュラ

24 7:39 川口　亮 ブリヂストン 木下　政信 チサン森山 大島　久 長崎パーク 犬塚　康彦 五島

25 7:48 大塚　陸斗 北山 二田　義大 愛野 本田　勝斉 喜々津 山崎　豊 別府扇山

26 7:57 宮口　寛嗣 佐賀ロイヤル 佐藤　瑛 大分 山本　竜也 大分中央 石川　宏親 長崎

27 8:06 豊村　昭司 佐世保 小川　雅彦 大分竹中 橋本　学 佐賀クラシック 渡邊　譲二 愛野

28 8:15 板井　竜太 臼杵 白川　博之 佐世保 和田　正富 大分富士見 平山　計之 佐世保国際

29 8:24 石本　稔 武雄嬉野 奥田　創志 大分 西川　清 ペニンシュラ 宮口　一平 長崎

30 8:33 吉田　多聞 北山 益永　尚弥 佐世保国際 大久保　嘉之 五島 西村　俊基 佐賀

31 8:42 扇　慶太朗 オーシャンパレス 古賀　正三 ブリヂストン 永川　茂 大村湾 植木　寛 喜々津

32 8:51 岡村　貴志 久住高原 坂本　康 佐賀クラシック 元橋　啓二 野母崎 松本　昌憲 長崎パーク

33 9:00 小畑　誠一 長崎国際 玉田　茂宏 大分 野田　豊明 佐賀 山口　裕介 佐世保国際

34 9:09 高橋　誠一 大分竹中 福田　圭輔 佐世保国際 奥村　宏康 大村湾 川上　秀樹 ペニンシュラ

35 9:18 葛城　史馬 中津 中本　二郎 フジ 丸崎　博泰 白木 内田　雄二 小長井

36 9:27 糸山　和臣 北山 森　勝也 大村湾 佐藤　弘幸 久住高原 松竹　浩一 佐世保

37 9:36 青井　和彦 ハウステンボス 水田　豊秋 ブリヂストン 牧　博 大分 中尾　博 大村湾

38 9:45 加藤　重成 大分中央 井上　政人 花祭 津田　芳弥 佐世保 増田　湧希 ペニンシュラ

39 9:54 朝日　十代己 佐世保国際 岩崎　博 大分東急 高石　一虎 島原 板井　健勝 中津

40 10:03 榎　隆則 大分中央 石崎　真央 大村湾 西久保　正樹 佐賀 谷川　大地 高校ゴルフ連盟

41 10:12 山崎　聖一 島原 竹内　善治 大分サニーヒル 中村　信一 佐世保 中村　聡 つくも

42 10:21 池田　悠希 佐世保国際 小川　龍清 ローレル日田 後藤　大生 大分 川端　寿夫 大和不動

43 10:30 松尾　真吾 オーシャンパレス 山岡　勇喜 佐賀クラシック 板井　良春 三重 毎熊　健一 ペニンシュラ

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。

　（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）　二次予選通過者は４０４０４０４０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 二次予選」 組合せ表第４４回  「九州アマチュア選手権競技 二次予選」 組合せ表第４４回  「九州アマチュア選手権競技 二次予選」 組合せ表第４４回  「九州アマチュア選手権競技 二次予選」 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

長崎国際ゴルフ倶楽部

九州ゴルフ連盟

平成２６年４月２４日(木）

　（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。

　（２）　病気、その他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、当日の場合は

　　　 　 長崎国際ゴルフ倶楽部（０９５７-２２-４０８６）に必ず届出ること。


