
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 7:00 片山　利勝 西日本 横田　敦夫 ＪＲ内野 野上　芳信 北九州 野見山　雄一 かほ

2 7:08 鈴木　勝元 麻生飯塚 向野　守人 福岡フェザント 大澤　護 西日本 上田　周一 鷹羽ロイヤル

3 7:16 冨岡　保彦 鷹羽ロイヤル 山本　成寛 ミッションバレー 下津　益夫 麻生飯塚 向井　悌二 かほ

4 7:24 清水　正征 かほ 金村　泰幸 麻生飯塚 石山　正満 ミッションバレー 相部　智弘 福岡フェザント

5 7:32 大谷　憲司 ミッションバレー 河上　大吉 麻生飯塚 佐野　利弘 かほ

6 7:40 寺岡　秀信 ミッションバレー 中村　静男 茜 織田　豊 福岡レイクサイド 守田　雄二 西日本

7 7:48 須堯　市男 北九州 谷井　武信 茜 中村　義孝 福岡レイクサイド 坂　満 ミッションバレー

8 7:56 遠山　秀明 ミッションバレー 稲永　豊 北九州 山本　一博 鷹羽ロイヤル 江﨑　裁範 福岡レイクサイド

9 8:04 中尾　三千雄 西日本 植木　一虎 若宮 黒木　逸郎 ミッションバレー 坂本　利美 麻生飯塚

10 8:12 武田　幸一 麻生飯塚 池尻　正路 ミッションバレー 高比良　嘉彦 西日本 古賀　福治 福岡レイクサイド

11 8:20 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 宮﨑　廣門 ミッションバレー 瓜生　伸彦 茜 古谷　豪 西日本

12 8:28 吉利　和之 麻生飯塚 堀　賢吾 鷹羽ロイヤル 東　信明 福岡レイクサイド 大場　修一 ミッションバレー

13 8:36 草野　昌之 茜 櫻井　義行 ミッションバレー 河本　久義 かほ 藤浦　誠一 ＪＲ内野

14 8:44 長野　清一 ミッションバレー 梅野　肇 西日本 河上　信二 福岡レイクサイド 竹本　幸三 北九州

15 8:52 山岡　陽一 西日本 山田　和友 ミッションバレー 水田　一 鷹羽ロイヤル 沖本　孝一 福岡フェザント

16 9:00 花木　信之 北九州 徳山　東吉 麻生飯塚 立岩　末広 鷹羽ロイヤル 橋村　文久 ミッションバレー

17 9:08 箱田　哲 若宮 吉村　治 北九州 中村　芳道 鷹羽ロイヤル 矢津田　光郎 ミッションバレー

18 9:16 萬野　利博 茜 藤　聖二 福岡レイクサイド 野見山　透 ミッションバレー 出口　清 鷹羽ロイヤル

19 9:24 椿　善弥 かほ 亀口　修一 福岡レイクサイド 川上　義人 ミッションバレー 青栁　昌司 麻生飯塚

20 9:32 荒谷　正勝 ミッションバレー 藤井　茂樹 麻生飯塚 細川　領司 西日本 向井　晴美 若宮

21 9:40 佐藤　良晴 鷹羽ロイヤル 坂口　正男 福岡フェザント 三﨑　利彦 西日本 守谷　純一 ミッションバレー

22 9:48 長友　雄二 福岡レイクサイド 髙田　浩 かほ 宮崎　朗 鷹羽ロイヤル 川端　和伸 ミッションバレー

23 9:56 座親　義朗 かほ 松本　憲一 福岡レイクサイド 繁田　浩一 鷹羽ロイヤル 山口　光 ミッションバレー

24 10:04 山根　弘一 かほ 三芳　正道 ミッションバレー 宮地　勉 福岡レイクサイド

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

25 7:00 山本　克哉 ミッションバレー 米安　工輔 鷹羽ロイヤル 大塚　倉太 麻生飯塚 野田　武次郎 若宮

26 7:08 梶原　啓三 福岡レイクサイド 大屋　太 北九州 西山　潤一 西日本 安川　義彦 若宮

27 7:16 西田　精二 かほ 尾崎　晋 鷹羽ロイヤル 野田　耕蔵 ＪＲ内野 桜井　靖久 麻生飯塚

28 7:24 渡邉　純一 麻生飯塚 井上　徹 鷹羽ロイヤル 峠田　八徳 北九州 足立　英文 ＪＲ内野

29 7:32 田中　日本明 麻生飯塚 本永　次男 鷹羽ロイヤル 山根　正勝 西日本

30 7:40 樫山　正文 福岡レイクサイド 佐藤　正夫 ミッションバレー 上野　達司 麻生飯塚 高畠　泉 茜

31 7:48 犬丸　一生 福岡レイクサイド 牧野　謙一 鷹羽ロイヤル 平田　隆士 ミッションバレー 大田　政俊 西日本

32 7:56 山中　正義 若宮 山本　次男 ミッションバレー 稲田　誠 鷹羽ロイヤル 藤田　明光 麻生飯塚

33 8:04 金元　三紀男 ミッションバレー 高橋　秀樹 北九州 浅田　英一 かほ 白石　秀夫 鷹羽ロイヤル

34 8:12 濱田　博 ＪＲ内野 廣畑　武徳 鷹羽ロイヤル 村上　俊昭 福岡レイクサイド 川口　善明 ミッションバレー

35 8:20 河口　誠 鷹羽ロイヤル 味志　政文 若宮 立川　悟 ミッションバレー

36 8:28 城丸　良一 かほ 奥村　修次 鷹羽ロイヤル 茅野　政喜 福岡レイクサイド 福井　敏久 ミッションバレー

37 8:36 重松　憲仁 ミッションバレー 山城　辰己 福岡フェザント 野北　善則 鷹羽ロイヤル 國﨑　建三 若宮

38 8:44 吉野　恵一 福岡レイクサイド 和多　芳文 茜 矢津田　仙里 ミッションバレー 田中　幸二 福岡フェザント

39 8:52 近藤　正耿 北九州 橋本　正純 かほ 木原　利春 ミッションバレー 矢野　賀彦 鷹羽ロイヤル

40 9:00 田尻　美智明 ミッションバレー 枡田　智樹 鷹羽ロイヤル 青山　文敏 麻生飯塚 中嶋　猛 かほ

41 9:08 山下　公弘 麻生飯塚 新枦　幸広 かほ 古賀　嘉文 ミッションバレー 佐藤　秀俊 西日本

42 9:16 金井　敏男 福岡レイクサイド 高崎　祐二 麻生飯塚 末延　武敏 西日本 瀧本　健二 ミッションバレー

43 9:24 安川　博明 ミッションバレー 山下　耕司 麻生飯塚 前田　誠司 福岡レイクサイド 中村　勇仁 かほ

44 9:32 梅木　浩徳 鷹羽ロイヤル 前田　恵二 北九州 白水　輝幸 ミッションバレー 木村　南坊 麻生飯塚

45 9:40 木村　謙治 鷹羽ロイヤル 杷野　秀治 ミッションバレー 西澤　幹 かほ 松下　宗正 福岡レイクサイド

46 9:48 石橋　修三 ミッションバレー 中村　隆昭 鷹羽ロイヤル 安永　修吉 麻生飯塚 舛永　渉 かほ

47 9:56 文野　富三 かほ 三角　公蔵 ＪＲ内野 村上　清敏 麻生飯塚 堤　利栄 ミッションバレー

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）　やむを得ない事情により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟（０９２－４３４－５５０１）に決状届を提出すること。また、開催当日は
　　　 　福岡レイクサイドカントリークラブ（０９４８－６５－３６３６）に必ず届出ること。
　（３）　シニア　ＯＵＴ １２組～２４組  ＩＮ ３６組～４７組　　ミッドシニア　ＯＵＴ ６組～１１組　ＩＮ ３０組～３５組　グランドシニア　ＯＵＴ １組～５組  ＩＮ ２５組～２９組
  （４）  本予選の通過人数は、シニア １９１９１９１９名、ミッドシニア９９９９名、グランドシニア８８８８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。

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

競技委員長　　黒 肱　敏 彦

福岡レイクサイドカントリークラブ

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「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「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「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


