
主    催  ： 

開 催 日 ： 

　　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 7:25 中山　康弘 大博多 佐藤　賢治 久住高原 前田　隆 若松 江﨑　洋一 司ロイヤル

2 7:34 松岡　國男 志摩シーサイド 田島　逸男 宮崎　 村上　公輝 熊本空港 大田　実角 グリーンヒル

3 7:43 山﨑　直政 太宰府 馬場　尋樹 フェニックス 高橋　衛 ワールド 上川畑　重行 チェリー鹿児島シーサイド

4 7:52 梅木　浩徳 鷹羽ロイヤル 江口　雄二 北山 佐々木　徹 くまもと中央 小山　明彦 ジェイズ鹿屋

5 8:01 森　伸一郎 九州八幡 新垣　清健 美らオーチャード 東　　政人 ペニンシュラ 江藤　富夫 大分中央

6 8:10 吉田　勝也 ブリヂストン 島袋　永伸 かねひで喜瀬 大田　千秋 南九州 堀江　浩一 佐世保国際

7 8:19 吉重　敏朗 大博多 阿曽生　善章 久住高原 池田　稔臣 若松 坂口　正弘 司ロイヤル

8 8:28 上木　政章 志摩シーサイド 外山　徹 宮崎　 太田　誠一 熊本空港 福山　幸二 グリーンヒル

9 8:37 安武　宗昭 太宰府 成松　和幸 フェニックス 本山　聖英 ワールド 中島　好巳 チェリー鹿児島シーサイド

10 8:46 木村　謙治 鷹羽ロイヤル 黒石　尚登 北山 坂本　功夫 くまもと中央 白坂　博文 ジェイズ鹿屋

11 8:55 沼田　清和 九州八幡 仲村　浩 美らオーチャード 辻崎　正幸 ペニンシュラ 大石　善一 大分中央

12 9:04 長谷川　博文 ブリヂストン 玉城　栄喜 かねひで喜瀬 丸橋　一忠 南九州 中川内　澄男 佐世保国際

13 9:13 大野　徹二 大博多 渡辺　秀夫 久住高原 藤永　徳治 若松 河口　康広 司ロイヤル

14 9:22 山浦　正継 志摩シーサイド 大元　文雄 宮崎　 小杉　康之 熊本空港 川口　修 グリーンヒル

15 9:31 伊南　純雄 太宰府 乙守　修 フェニックス 福島　祐一 ワールド 伊牟田　寛見 チェリー鹿児島シーサイド

16 9:40 河口　誠 鷹羽ロイヤル 鈴山　智 北山 小﨑　広敏 くまもと中央 長濵　洋成 ジェイズ鹿屋

17 9:49 中村　幸夫 九州八幡 比嘉　賀信 美らオーチャード 平野　正 ペニンシュラ 榎　隆則 大分中央

18 9:58 鵜木　伸久 ブリヂストン 井沢　幹彦 かねひで喜瀬 尾島　純市 南九州 山口　博幸 佐世保国際

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

19 7:30 宮崎　勇二 大博多 伊妻　恭平 久住高原 田中　良明 若松 本田　雅稔 司ロイヤル

20 7:39 梅本　武史 志摩シーサイド 荒木　幸三 宮崎　 井手尾　力 熊本空港 尾辻　征嗣 グリーンヒル

21 7:48 的野　良就 太宰府 山内　浩二 フェニックス 藤井　雄一 ワールド 上坊　悟 チェリー鹿児島シーサイド

22 7:57 吉田　俊介 鷹羽ロイヤル 永田　満 北山 米倉　慶一郎 くまもと中央 萩根　宏昭 ジェイズ鹿屋

23 8:06 小原井　健司 九州八幡 新里　喜樹 美らオーチャード 橋口　宏樹 ペニンシュラ 加藤　重成 大分中央

24 8:15 鵜木　啓光 ブリヂストン 國吉　真史 かねひで喜瀬 佐々木　秀綱 南九州 益永　尚弥 佐世保国際

25 8:24 鶴丸　裕太郎 大博多 入江　貴士 久住高原 岡部　太郎 若松 作本　真吾 司ロイヤル

26 8:33 満潮　辰一郎 志摩シーサイド 田原　博章 宮崎　 小杉　康太 熊本空港 田代　義和 グリーンヒル

27 8:42 末永　円 太宰府 甲斐　秀二 フェニックス 林　俊行 ワールド 上浦　一朝 チェリー鹿児島シーサイド

28 8:51 緒方　康憲 鷹羽ロイヤル 吉田　多聞 北山 早崎　研司 くまもと中央 上木原　章吾 ジェイズ鹿屋

29 9:00 山田　茂法 九州八幡 金城　大夢 美らオーチャード 生田　貴稔 ペニンシュラ 姫野　政治 大分中央

30 9:09 永松　真一 ブリヂストン 宇久村　栄 かねひで喜瀬 小屋敷　幸二 南九州 本田　智英 佐世保国際

31 9:18 江口　信二 大博多 岡村　貴志 久住高原 小林　幹平 若松 梅田　祐二 司ロイヤル

32 9:27 牛島　中 志摩シーサイド 荒武　直樹 宮崎　 小杉　竜三 熊本空港 長野　正弥 グリーンヒル

33 9:36 有田　次郎 太宰府 吉田　裕之 フェニックス 工藤　敬彦 ワールド 後潟　直道 チェリー鹿児島シーサイド

34 9:45 相良　和也 鷹羽ロイヤル 糸山　和臣 北山 辻田　昭吾 くまもと中央 和田　国泰 ジェイズ鹿屋

35 9:54 占部　芳和 九州八幡 伊波　研二 美らオーチャード 今里　敏文 ペニンシュラ 樋口　新一 大分中央

36 10:03 川口　亮 ブリヂストン 仲村　達也 かねひで喜瀬 山口　知之 南九州 朝日　十代己 佐世保国際

注意事項
　（１）  上記の参加者に変更があった場合は、組合せの一部を変更することがある。
　（２）　出場選手が欠場する場合は、大会前日１５：００までに大会競技委員会へ交替届けを提出の上、予め登録した補欠選手と
　　　 　予め登録した補欠選手と交替することができる。 交替することができる。

競技委員長　　塚 根　卓 弥

第４７回 九州インタークラブ競技大会 決勝 組合せ表
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南九州カントリークラブ
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九州ゴルフ連盟

平成２９年１０月１２日（木）


