
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 
（第２日目） 開 催 日 ： 平成２７年１０月８日（木）
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 嘉副　彰彦 福岡 79 松下　誠 喜入 78 西村　敏彰 ジェイズ日南 78

2 7:38 重松　憲仁 ミッションバレー 78 野上　泰生 小倉 78 石亀　三四郎 パームヒルズ 78

3 7:46 田尻　美智明 ミッションバレー 78 阿久根　公生 有明 78 今田　浩一 八代 78

4 7:54 佐藤　憲一 大分 78 江口　雄二 北山 78 上木　政章　 志摩シーサイド 78

5 8:02 田中　雅之 若木 78 長谷川　政二 チェリー小倉南 78 小宮　正 小倉 78

6 8:10 佐藤　良晴 鷹羽ロイヤル 77 白坂　千弘 宮崎大淀 77 木村　謙治 鷹羽ロイヤル 77

7 8:18 山本　宣正 周防灘 77 金元　三紀男 チサン遠賀 77 境　　　勉 喜々津 76

8 8:26 安川　博明 ミッションバレー 76 大川　重信 志摩シーサイド 76 杉谷　孝志 大博多 76

9 8:34 仲野　祐輔 ザ・クラシック 76 土谷　雅博 大分竹中 76 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 76

10 8:42 榎　　隆則 大分中央 76 山口　龍良 佐世保 75 青木　英樹 佐賀ロイヤル 75

11 8:50 河野　富男 佐世保・平戸 75 長野　清一 福岡レイクサイド 75 吉重　敏朗 大博多 75

12 8:58 伊藤　雄二 門司 75 木下　政信 チサン森山 75 豊村　昭司 佐世保 75

13 9:06 太山　哲成 福岡雷山 75 木下　高明 矢部サンバレー 75 山内　孝徳 セブンミリオン 74

14 9:14 鵜木　伸久 ブリヂストン 74 板井　良春 三重 74 佐々木　茂 別府 74

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 江村　博次 熊本空港 79 野田　尚登 小郡 79 石本　稔 武雄嬉野 79

16 7:38 谷川　富夫 つくも 79 大久保　隆 久山 79 大城　勝幸 福岡サンレイク 79

17 7:46 知念　善彦 オリオン嵐山 79 野上　英司 ミッションバレー 79 小杉　康之 熊本空港 79

18 7:54 沢野　敬二 三重 80 瓦田　徳 久山 80 武田　幸一 麻生飯塚 79

19 8:02 池田　昌弘 ペニンシュラ 80 柏田　司 フェニックス 80 江藤　富夫 大分中央 80

20 8:10 楠元　利夫 都城母智丘 80 田畑　洋一 大隅 80 吉利　和之 麻生飯塚 80

21 8:18 上門　貞夫 琉球 80 新井　友京 古賀 80 牟田　利男 日の隈 80

22 8:26 内村　安博 リージェント宮崎 80 井上　秀俊 八女上陽 80 河口　康広 司ロイヤル 80

23 8:34 川久保　寿麿 天山 80 丸橋　一忠 チェリー鹿児島シーサイド 80 椎屋　孝明 レインボースポーツランド 80

24 8:42 髙木　博喜 大分東急 81 松尾　博明 ザ・クィーンズヒル 81 熊川　正文 グリーンヒル 81

25 8:50 川口　修 グリーンヒル 81 山下　勇夫 中九州 81 上岡　正二 高千穂 81

26 8:58 橋口　信隆 南九州 81 金城　広明 美らオーチャード 81 辻田　昭吾 くまもと中央 81

27 9:06 辻　　　浩二 チサン森山 81 木下　竜夫 チェリー宇土 81 川越　孝一 宮崎レイクサイド 81

28 9:14 中野　好也 伊都 81 坂口　正男 福岡フェザント 81

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、大分サニーヒルゴルフ倶楽部（０９７－５８３－０３６３）に必ず連絡すること。

　（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４５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　： 大分サニーヒルゴルフ倶楽部


