
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 8:00 鷹巣　勇 大和不動 西　勲和 佐賀 大塚　陸斗 北山

2 8:08 楢﨑　雄磨 佐賀ロイヤル 佐藤　蓮清 日ノ隈 江越　貴之 佐賀クラシック 中本　二郎 フジ

3 8:16 黒岩　祐司 佐賀 尹　聡 大和不動 西　京輔 北山 野口　雅史 若木

4 8:24 川久保　寿麿 天山 灰野　徹 佐賀ロイヤル 久冨　正廣 ブリヂストン 北村　健太郎 日ノ隈

5 8:32 鵜木　啓光 ブリヂストン 橋本　正孝 佐賀クラシック 兼城　英輔 佐賀 渡辺　義也 花祭

6 8:40 牟田　利男 日ノ隈 平山　美幸 北山 馬場　隆光 唐津 山口　裕久 佐賀

7 8:48 畑中　伸介 フジ 武田　泰嗣 佐賀 玉木　慶貴 若木 南里　憲雄 天山

8 8:56 棚橋　信介 ブリヂストン 森永　義正 大和不動 飯盛　紹博 花祭 成清　弘文 天山

9 9:04 吉富　孝浩 佐賀 城谷　充宏 唐津 本田　憲一 大和不動 長田　修一郎 ブリヂストン

10 9:12 立石　武文 大和不動 柴田　洋 北山 古賀　和久 日ノ隈 江頭　一樹 天山

11 9:20 松本　茂樹 佐賀ロイヤル 坂本　康 佐賀クラシック 片渕　勝 天山 野上　大輔 大和不動

12 9:28 河本　久義 福岡セヴン 白水　哲也 大和不動 野瀬　雅彦 佐賀 橋本　学 武雄嬉野

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

13 8:00 小金丸　淳 大和不動 前田　澄男 唐津 篠隈　隆志 北山 谷口　政意 花祭

14 8:08 宮口　寛嗣 佐賀ロイヤル 福井　勉 フジ 百武　雄介 天山 水町　修 日ノ隈

15 8:16 糸山　和臣 北山 船田　謙治 大和不動 野口　賢児 佐賀クラシック 福島　孝泰 佐賀

16 8:24 近藤　博和 佐賀 山口　秀利 日ノ隈 野田　龍平 大和不動 松本　照久 佐賀ロイヤル

17 8:32 福冨　慎一郎 フジ 三好　浩之 北山 平田　正義 佐賀 平川　保隆 日ノ隈

18 8:40 福田　幸弘 天山 嘉村　亮平 佐賀クラシック 酒井　常雄 北山 西　弦正 大和不動

19 8:48 山岡　勇喜 佐賀クラシック 小川　泰成 佐賀 川内　聖彦 天山 三好　孝幸 大和不動

20 8:56 村中　剛士 佐賀 井手口　敬介 ブリヂストン 蔵森　茂樹 フジ 久冨　秀充 花祭

21 9:04 江副　泰則 大和不動 貞島　智徳 天山 五島　功基 北山 石井　一虎 日ノ隈

22 9:12 江頭　康至 佐賀ロイヤル 竹内　義明 大和不動 戸嶋　幸生 佐賀 陣内　優也 花祭

23 9:20 古川　真和 大和不動 安藤　亮二 佐賀 鶴田　祐治 若木 中島　篤郎 武雄嬉野

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。

　（３）　一次予選通過者は５０５０５０５０名とする。なお、予選通過者に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。

競技委員長　　今  泉　  洋

第４７回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 組合せ表第４７回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 組合せ表第４７回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 組合せ表第４７回  「九州アマチュア選手権競技 一次予選」 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

大和不動カントリー倶楽部

九州ゴルフ連盟

平成２９年４月１２日(水）

　（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、九州ゴルフ連盟（０９２‐４３４‐５５０１）に通知すること。また、当日の場合は

　　　  　大和不動カントリー倶楽部（０９５２‐６２‐０２００）に必ず届出ること。なお無届欠場の場合は、次年度までの連盟主催競技の参加を認めない。


