
主　 　催　：　 九州ゴルフ連盟

開 催 日　：　 平成２８年７月１３日（水）

コ ー ス　：　 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

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

組 スタート 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 7:30 柴田　求仁貴 志摩シーサイド 木原　勇也 大野城スカイゴルフセンター ＊江口　信二 大博多 ＊冨田　佑作 九州学生ゴルフ連盟

2 7:39 佐藤　和紀 志摩シーサイド 松山　大介 ザ・クイーンズヒル ＊江越　貴之 佐賀クラシック ＊安永　龍浩 福岡サンレイク

3 7:48 北島　泰介 プロとゴルフ 古賀　諒 ザ・クイーンズヒル ＊藤川　英次 つくも ＊石崎　真央 大村湾

4 7:57 山本　隆允 福岡雷山 北原　成史 セイホーゴルフガーデン ＊満潮　辰一郎 志摩シーサイド ＊田崎　春樹 大村湾

5 8:06 藤島　晴雄 進電グループ 安藤　有一 トータル・リレーションズ ＊八木　昇 志摩シーサイド ＊黒石　征幸 太宰府

6 8:15 糸山　健太郎 ナウヒア 永本　健人 セブンミリオン ＊古賀　大輔 八女上陽 ＊高村　博人 太宰府

7 8:24 諸藤　将次 セガサミーホールディングス 小野　雅瑛 フリー ＊黒鳥　慎一 ペニンシュラオーナーズ ＊大矢　誠 ザ・クイーンズヒル

8 8:33 佐藤　啓 ゴルフプラザ基山 阿部　剛丈 フリー ＊山崎　勇 長崎国際 ＊森　応隣 ザ･クイーンズヒル

9 8:42 山﨑　景介 ゴルフ一期一会 山田　一仁 立花ゴルフセンター ＊進藤　裕明 福岡 ＊水口　建二郎 ザ･クイーンズヒル

10 8:51 藤島　征次 フリー 境　誠 大善寺ゴルフガーデン ＊髙尾　陽介 浮羽 ＊藤木　久臣 ザ・クイーンズヒル

11 9:00 ＴＡＩＭＵＲ　ＨＵＳＳＡＩＮ フリー 木薮　義則 フリー ＊山邊　健喜 夜須高原 ＊吉田　良彌 筑紫ヶ丘

12 9:09 吉田　剛一 伊都 吉本　健太 西新ゴルフセンター ＊中村　正典 夜須高原 ＊石井　新也 筑紫ヶ丘

13 9:18 谷川　大地 ペニンシュラオーナーズ 今福　宇輝人 福岡 ＊福田　幸弘 天山 ＊大塚　翔太 八女上陽

14 9:27 園田　謙介 ㈱プレイス不動産販売 小野　重輝 筑紫ヶ丘 平嶋　友輔 筑紫ヶ丘 ＊吉田　祐貴 八女上陽

15 9:36 横田　吉宏 天山 新里　剛 ウエストサイドゴルフ 大冝見　賢人 福岡雷山 ＊奥迫　賢司 皐月

16 9:45 吉原　伸治 フリー 多田　光輝 夜須高原 相川　洋介 フリー ＊大野　国己 福岡セヴンヒルズ

17 9:54 冨安　貴竜 福岡セヴンヒルズ 岡村　慶大 夜須高原 ＊田中　稔大 有明

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

18 7:30 田中　圭 フリー 藤瀬　俊充 ザ・クイーンズヒル ＊野口　賢児 佐賀クラッシック ＊相本　慶二郎 大博多

19 7:39 吉武　秀三 フリー 古賀　匠 ザ・クイーンズヒル ＊谷口　政意 花祭 ＊田辺　一成 大博多

20 7:48 山地　春浄 夜須高原 上野　慎平 志摩シーサイド ＊岩波　国泰 夜須高原 ＊岸川　勇人 太宰府

21 7:57 永本　泰三 天山 浜　拓弥 フリー ＊瓊田　博之 夜須高原 ＊濱中　泰大 太宰府

22 8:06 岩本　和徳 ブイサイン 草場　大地 フリー ＊隈部　昌司 島原 ＊森山　哲治 筑紫ヶ丘

23 8:15 神野　浩 浮羽 信川　竜太 ＮＢＦ ＊松本　政道 島原 ＊安河内　力 筑紫ヶ丘

24 8:24 山下　太治 フリー 楢原　寛臣 ダンロップゴルフスクール ＊山内　辰崇 福岡 ＊田原　紀夫 二丈

25 8:33 杉原　政之 武雄嬉野 下村　仁 伊都 ＊松岡　國男 志摩シーサイド ＊久間　敏弘 八女上陽

26 8:42 伊東　長明 福岡 安達　正朗 夜須高原 ＊山浦　正継 志摩シーサイド ＊大山　征一郎 セブンミリオン

27 8:51 稗田　基樹 ㈱丸栄 室井　允 夜須高原 ＊川内　聖彦 天山 ＊石橋　知久 有明

28 9:00 山下　英治 ミッションバレー 安本　憲雄 筑紫ヶ丘 ＊片渕　勝 天山 ＊西嶋　節夫 ザ・クイーンズヒル

29 9:09 杉原　利輝 天山 中島　邦宏 フリー ＊野田　憲司 長崎国際 ＊内橋　将光 ザ・クイーンズヒル

30 9:18 小藤　孝 佐世保国際 照屋　佑唯智 フリー ＊福田　正夫 セブンミリオン ＊有田　智弥 ザ・クイーンズヒル

31 9:27 小濱　祐樹 佐賀ロイヤル 石谷　晃三 フリー ＊永橋　甚五郎 島原 ＊和佐　存真 有明

32 9:36 中村　栄大 ㈱ソフトハウス 大曲　彰吾 夜須高原 ＊中尾　光良 長崎パーク ＊荒巻　孝治 有明

33 9:45 井上　淳也 有田ゴルフガーデン 島田　裕一 伊都 ＊山岡　勇喜 佐賀クラッシック

34 9:54 今泉　学 ＳＭＡＲＴＹ’Ｓ 吉本　侑平 フリー ＊井上　邦浩 皐月

＊アマチュア
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事がある。

（２）　病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟（０９２－４３４－５５０１）に文書にて通知する事。

　　　　又、競技当日ザ･クイーンズヒルゴルフクラブ（０９２－３２４－５３３３）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なわないので、自分のスタート時間１０分前までにスターティングホール付近で待機すること。

（５）　予選通過者は２１２１２１２１名とする。予選通過者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。

　２０１６『九州オープンゴルフ選手権競技　福岡南部･佐賀･長崎県予選』組合せ表　２０１６『九州オープンゴルフ選手権競技　福岡南部･佐賀･長崎県予選』組合せ表　２０１６『九州オープンゴルフ選手権競技　福岡南部･佐賀･長崎県予選』組合せ表　２０１６『九州オープンゴルフ選手権競技　福岡南部･佐賀･長崎県予選』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

競技委員長　　　内野　善雄


