
主    催  ： 

開 催 日 ： 

コ ー ス　： 

アウトコース 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

1 8:00 今泉　幸彦 天山 栗原　英一郎 佐賀ロイヤル 唐川　與利雄 北山

2 8:08 武部　周清 若木 光武　伊佐夫 佐賀クラシック 廣瀧　和康 北山 石井　定実 福岡セヴンヒルズ

3 8:16 高島　和憲 天山 村田　茂 武雄嬉野 松尾　光 佐賀ロイヤル 古賀　芳則 若木

4 8:24 三原　将美 佐賀 田辺　智彦 北山 鬼木　隆義 佐賀クラシック 間地　達雄 ブリヂストン

5 8:32 久保　和男 佐賀ロイヤル 南里　憲雄 天山 久冨　正廣 ブリヂストン 古賀　哲夫 佐賀クラシック

6 8:40 宮﨑　恒夫 佐賀 山本　輝夫 天山 西川　鉄明 佐賀ロイヤル 本村　康人 ブリヂストン

7 8:48 木下　青海 佐賀ロイヤル 奥川　一俊 若木 水田　豊秋 ブリヂストン 緒方　要 天山

8 8:56 三原　由紀夫 佐賀 箱田　欽也 若木 石川　満 日の隈 古川　直記 武雄嬉野

9 9:04 青木　英樹 佐賀ロイヤル 近藤　雅則 北山 山﨑　洋士 ブリヂストン 森園　信行 大和不動

10 9:12 今村　広巳 佐賀 浜野　洋五 ブリヂストン 北島　啓男　 天山

11 9:20 重松　武文 北山 梶原　鶴雄 佐賀クラシック 園田　繁則 佐賀

12 9:28 菅　幸孝 佐賀 龍頭　宏典 ブリヂストン 原岡　勝政 北山 剣持　忠重 福岡セヴンヒルズ

13 9:36 井上　良久 唐津 吉永　慎二 武雄嬉野 靏久　洋 佐賀ロイヤル 嘉村　公男 北山

14 9:44 小笠原　長司 フジ 野口　昌邦 若木 石丸　勝 天山 中島　隆之 佐賀クラシック

15 9:52 嵜山　俊宏 大和不動 伊比井　孝継 福岡セヴンヒルズ 楢崎　久平 北山 内川　一良 日の隈

16 10:00 安岡　伸幸 ブリヂストン 星子　俊次郎 北山 島田　布弘 武雄嬉野 雨郡　滋 佐賀クラシック

17 10:08 四方田　貞雄 佐賀 吉本　勝太郎 天山 堤　謙太 日の隈 副島　康弘 佐賀ロイヤル

18 10:16 寄田　哲雄 武雄嬉野 藤本　隆 天山 小峰　良樹 福岡セヴンヒルズ 西山　富朗 若木

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

19 8:00 深川　英治 花祭 中島　和則 フジ 済木　俊光 佐賀クラシック

20 8:08 太田　弘光 武雄嬉野 鶴丸　利勝 武雄 松尾　秀明 若木

21 8:16 川久保　寿麿 天山 江頭　泰弘 武雄 北古賀　正 花祭 山崎　正俊 佐賀クラシック

22 8:24 西　京輔 北山 末光　和徳 武雄嬉野 樋口　雅彦 福岡セヴンヒルズ 松尾　文隆 若木

23 8:32 成清　弘文 天山 重松　康清 佐賀 脇山　修 福岡セヴンヒルズ 佐藤　雅宏 北山

24 8:40 土橋　哲郎 若木 尾崎　高 北山 吉田　勝也 ブリヂストン 山田　直紀 佐賀クラシック

25 8:48 川津　博久 福岡セヴンヒルズ 江副　泰則 大和不動 坂本　健一 武雄嬉野 船津　広通 花祭

26 8:56 田中　孝弘 佐賀 城谷　充宏 唐津 古賀　善光 佐賀クラシック 山﨑　秀二 日の隈

27 9:04 田中　雅之 若木 山浦　大介 花祭 坂本　穂積 福岡セヴンヒルズ 辻本　忠孝 佐賀ロイヤル

28 9:12 酒井　常雄 北山 永石　隆 フジ 西野　和博 武雄嬉野 坂井　利弘 ブリヂストン

29 9:20 原口　隆和 ブリヂストン 福永　節也 北山 渡瀬　豊 日の隈 森　伸之 花祭

30 9:28 山田　秀夫 花祭 蔵森　茂樹 フジ 堺　哲男 ブリヂストン 福井　秀明 福岡セヴンヒルズ

31 9:36 黒石　尚登 北山 松本　照久 佐賀ロイヤル 野田　高洋 花祭 中山　和洋 日の隈

32 9:44 瀬戸　繁則 福岡セヴンヒルズ 西岡　文隆 佐賀クラシック 東野　成興 北山 西村　俊基 佐賀

33 9:52 鈴山　智 北山 外尾　秀美 若木 加茂　博文 福岡セヴンヒルズ 町田　真吾 フジ

34 10:00 石本　稔 武雄嬉野 福田　幸弘 天山 長谷川　博文 ブリヂストン 副島　修 日の隈

35 10:08 江口　雄二 北山 田代　敏也 若木 水町　修 日の隈 城尾　吉文 花祭

36 10:16 北川　登 天山 三好　孝幸 大和不動 牟田　利男 日の隈 吉田　裕 佐賀ロイヤル

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文書で九州ゴルフ連盟（０９２－４３４－５５０１）に通知すること。また、当日は
　　　武雄嬉野カントリークラブ（０９５４－２８－２５６１）に必ず連絡すること。
（３）シニア　IN １９組～３６組　　ミッドシニア　OUT １組～９組　 グランドシニア　OUT 10組～１８組  
（４）本予選の通過人数は、シニア　　名、ミッドシニア　　名、グランドシニア　　名とし、通過人数にタイが生じた場合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　　永　田　　満

１８ホール・ストロークプレー

武雄嬉野カントリークラブ

九州ゴルフ連盟

平成２８年５月２５日(水）

「九州シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権競技 予選」 組合せ表


