
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 7:45 鶴丸　裕太郎 大博多 落田　竜一郎 浮羽 岡部　信義 セントラル福岡

2 7:54 江口　信二 大博多 大嶌　新一郎 浮羽 佐藤　勇法 セントラル福岡

3 8:03 髙尾　陽介 浮羽 久冨　秀充 八女上陽 奥迫　賢司 皐月 築地　弘一 大博多

4 8:12 豊嶋　崇敏 福岡センチュリー 森　　隆弘 八女上陽 林　　文男 浮羽 中庭　輝騎 大博多

5 8:21 宮崎　勇二 大博多 井手　幸治 セントラル福岡 岸川　勇人 太宰府 福山　明利 筑紫野

6 8:30 森　　芳勝 大博多 小宮　浩義 有明 伊藤　　誠 筑紫野 白垣　靖彦 八女上陽

7 8:39 吉浦　聡一 大博多 黒木　　慎 八女上陽 吉田　慎一郎 有明 堀江　幸彦 浮羽

8 8:48 成清　孝信 八女上陽 井上　峰夫 浮羽 田中　丈夫 福岡センチュリー 中野　栄二 大博多

9 8:57 米倉　雄一郎 浮羽 阿部　圭秀 八女上陽 有田　次郎 太宰府 高原　和彦 夜須高原

10 9:06 山邊　健喜 夜須高原 福田　健一 八女上陽 村上　雅一 太宰府 森下　　光 浮羽

11 9:15 細河　直人 夜須高原 石橋　知久 有明 陶山　健一 太宰府 後藤　和仁 大博多

12 9:24 村上　義春 皐月 尾石　輝明 大博多 林　　武史 浮羽 田中　清二 夜須高原

13 9:33 島田　昇二郎 八女上陽 中山　康弘 大博多 末永　末男 夜須高原 千葉　拓之 浮羽

14 9:42 濱地　博史 大博多 中村　正典 夜須高原 友野　貴之 浮羽 壁村　茂樹 筑紫野

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

15 7:45 古賀　大輔 八女上陽 久保田　倫有 浮羽 南島　和広 皐月

16 7:54 井上　邦浩 皐月 内山　勝之 浮羽 大坪　衆介 小郡 小林　修一 大博多

17 8:03 稲員　英作 小郡 斉藤　哲也 皐月 津元　延幸 大博多 内山　茂樹 浮羽

18 8:12 嘉副　彰彦 小郡 辻　　俊文 皐月 井手　保臣 八女上陽 松村　浩幸 大博多

19 8:21 野田　尚登 小郡 田中　英治 筑紫野 長野　　毅 福岡サンレイク 石橋　泰三 大博多

20 8:30 岩波　国泰 夜須高原 堀　　忠嘉 筑紫野 大野　誠司 大博多 大熊　祈佳 浮羽

21 8:39 中園　俊弘 夜須高原 井上　良太郎 筑紫野 柳田　　学 皐月 荒光　　明 大博多

22 8:48 福田　直行 小郡 上野　茂喜 八女上陽 宮本　英樹 大博多 黒瀬　克英 筑紫野

23 8:57 立石　　勇 大博多 飛松　晋作 皐月 佐藤　辰男 八女上陽 首藤　信行 セントラル福岡

24 9:06 杉谷　孝志 大博多 松尾　栄作 夜須高原 木原　利春 セントラル福岡 福岡　竜馬 筑紫野

25 9:15 相本　慶二郎 大博多 瓊田　博之 夜須高原 河野　勝吾 皐月 別府　淳司 セントラル福岡

26 9:24 安永　龍浩 福岡サンレイク 松本　誠治 大博多 柴田　　洋 皐月 原　　清孝 筑紫野

27 9:33 秋山　金義 小郡 眞鍋　泰光 大博多 堂園　裕志 八女上陽 池田　一成 筑紫野

注意事項
（１）上記の参加者に欠場者がある場合は、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１５名１５名１５名１５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　　財　木　洋　一

第７回  「九州ミッドアマチュア選手権競技 予選」 組合せ表第７回  「九州ミッドアマチュア選手権競技 予選」 組合せ表第７回  「九州ミッドアマチュア選手権競技 予選」 組合せ表第７回  「九州ミッドアマチュア選手権競技 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

筑紫野カントリークラブ

九州ゴルフ連盟

平成２９年９月２０日(水）

（２）病気、その他により欠場する場合は、所属クラブを通じ事前に九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）に文書で通知すること。また、開催当日は

　　  筑紫野カントリークラブ（０９２-９２６-１６６１）に必ず連絡すること。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。


