
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 
（第２日目） 開 催 日 ： 平成２９年９月２８日（木）
アウト スタート

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

1 8:00 板井　良春 大分富士見 82 川久保  壽麿 天山 82 伊藤　雄二 門司 82

2 8:08 野上　英司 ミッションバレー 82 川越　孝一 宮崎レイクサイド 82 松本　芳宜 長崎 82

3 8:16 小杉　康之 熊本空港 82 重松　憲仁 ミッションバレー 82 瓦田　徳 久山 82

4 8:24 泊岩　司 志摩シーサイド 81 湯浅　幸一 大村湾 81 新穂　芳昌 福岡サンレイク 81

5 8:32 中野　好也 伊都 81 下川　和典 西戸崎シーサイド 81 有田　修治 くまもと城南 81

6 8:40 乙守　修 フェニックス 80 吉野　恵一 福岡レイクサイド 80 野村　年秋 宮崎国際 80

7 8:48 田中　雅之 若木 80 平川　勝也 臼杵 80 辻田　昭吾 くまもと中央 80

8 8:56 松岡　國男 志摩シーサイド 80 鈴山　　智 北山 80 野田　尚登 小郡 80

9 9:04 白坂　千弘 宮崎大淀 79 楠元　利夫 都城母智丘 79 佐々木　茂 別府 79

10 9:12 谷川　富夫 つくも 78 進藤　裕明 福岡 78 境　  勉 喜々津 78

11 9:20 小坂　鉄治 ザ・クラシック 78 小宮　正 小倉 78 藤永　佳昭 小倉 77

12 9:28 青木  英樹 佐賀ロイヤル 77 守田　和義 佐世保 77 河口　康広 司ロイヤル 77

13 9:36 野上　泰生 小倉 76 辻崎　正幸 ペニンシュラ 76 田中　宏之 西日本 75

14 9:44 大野　徹二 大博多 75 山浦　正継 志摩シーサイド 74 村川　米蔵 八代 74

イン スタート                    

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

15 8:00 水上　新吾 チェリー宇土 82 新川　修二 麻生飯塚 82 牧　　博 大分 82

16 8:08 杉山　勉 チェリー小倉南 83 本田　豊明 フェニックス 83 坂口　宗利 北九州 83

17 8:16 新井　友京 古賀 83 松村　聡文 芥屋 83 馬場　義博 くまもと城南 83

18 8:24 水田　長一 島原 83 金城　広明 美らオーチャード 83 久間　敏弘 八女上陽 83

19 8:32 山下  勇夫 中九州 83 三好  孝幸 大和不動 83 大嶌　新一郎 浮羽 83

20 8:40 木下　政信 チサン森山 83 髙安　覚 パームヒルズ 83 坂井　信 阿蘇大津 83

21 8:48 土谷　雅博 大分竹中 84 川口　昇平 ペニンシュラ 84 豊村　昭司 佐世保 84

22 8:56 森山　和志 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ 84 山口　幸則 パームヒルズ 84 阿久根　公生 有明 84

23 9:04 村上　公輝 熊本空港 84 阿部　淳一 志摩シーサイド 84 鵜木　伸久 ブリヂストン 84

24 9:12 岡本　和豊 大分 84 吉野　武司 肥後サンバレー 84 中山　康弘 大博多 84

25 9:20 石本　稔 武雄嬉野 85 陣野　直明 愛野 84 竹原 弘幹 伊都 84

26 9:28 玉田　茂宏 大分 86 玉野井　健一 大分 86 末松　雅彦 チェリー小倉南 85

27 9:36 木村　謙治 鷹羽ロイヤル 86 三枝　厚 オーシャンパレス 86 小田　豊 勝山御所 86

28 9:44 上岡 正二 高千穂 86 髙木　博喜 大分東急 86

注意事項
　（１）  上記の参加者に欠場があった場合は、組合せの一部を変更することがある。　

　（２）　病気、その他の事由により欠場する場合は、愛野カントリー倶楽部（０９５７－３６－１８００）に必ず連絡すること。

競技委員長　　塚 根　卓 弥

第４７回  九州シニア選手権競技 決勝 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

コ ー ス　： 愛野カントリー倶楽部


