
ミッドシニア・グランドシニアの部
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

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 7:30 野田浩司 若松 原正昭 小倉 神原武男 周防灘 山下憲行 チェリー小倉南

2 7:38 池内弘純 若松 有吉美南雄 玄海 若松正明 周防灘 中田隆徳 チェリー小倉南

3 7:46 浜崎靖 若松 田中俊己 玄海 木村敏彦 京都 下薗幸勝 ザ・クラシック

4 7:54 池田稔臣 若松 中禮弘幸 福岡国際 村山延寿 チサン遠賀 小川敏 ザ・クラシック

5 8:02 今城瑛夫 若松 中隠居勝美 福岡国際 賀来利昭 勝山御所 中濃和寿 門司

6 8:10 井本岱介 若松 石山忠典 福岡国際 山中忠雄 チェリー小倉南 鬼塚正之 門司

7 8:18 高嶋勲 小倉 永野勝利 周防灘 杉山清美 チェリー小倉南 木山吉史 門司

8 8:26 榎本陽一 若松 岩瀬文雄 玄海 作本龍治 チェリー小倉南 松浦隆司 ザ・クラシック

9 8:34 原田知幸 若松 山中均 福岡国際 新井龍男 チェリー小倉南 田中哲郎 九州ＧＣ八幡

10 8:42 熊井茂男 若松 上野時男 周防灘 井田達郎 チェリー小倉南 西本一則 門司

11 8:50 吉村元秀 小倉 山本宜正 周防灘 立岩良一 チェリー小倉南 西村尚登 門司

12 8:58 小野建 小倉 中野良一 チサン遠賀 渡邉民男 ザ・クラシック 瀬戸山亨 門司

13 9:06 田中正夫 小倉 高平和人 チサン遠賀 山本敏夫 ザ・クラシック

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

14 7:30 花村洋一 若松 花田喜成 玄海 尾崎晋 京都 衛藤学 ザ・クラシック

15 7:38 平田晃宏 若松 村上勝利 玄海 古賀義孝 チサン遠賀 金川俶久 ザ・クラシック

16 7:46 筋田博昭 若松 梅野文博 福岡国際 中筋直秀 勝山御所 中村幸夫 九州ＧＣ八幡

17 7:54 加来哲 若松 西川宏 福岡国際 杉山利夫 チェリー小倉南 木原秀雄 門司

18 8:02 市丸喜一郎 若松 吉田清利 福岡国際 山中賢三 チェリー小倉南 田内三生 門司

19 8:10 山内喜吉 若松 福田俊策 周防灘 山口健一 チェリー小倉南 平塚克之 門司

20 8:18 尼岡良夫 小倉 大塚春義 周防灘 田村彰 チェリー小倉南 千代丸勝義 門司

21 8:26 土本知之 小倉 筧敏 周防灘 長谷川勝三 ザ・クラシック 檜山日月 門司

22 8:34 丸本英敏 若松 児玉卓 玄海 椿光広 チェリー小倉南 吉永昭史 九州ＧＣ八幡

23 8:42 村上俊彦 若松 山田敬二 玄海 岸本定 チェリー小倉南 松村武 九州ＧＣ八幡

24 8:50 井野雅則 若松 仲野秀威 福岡国際 有本則男 チェリー小倉南 八木光博 門司

25 8:58 石橋浩 小倉 相良忠信 周防灘 白川隆 チェリー小倉南 磯井靖政 門司

26 9:06 牧村義則 小倉 岩下隆夫 チサン遠賀 柳瀬信廣 ザ・クラシック 坂田敏文 門司

27 9:14 藤田進 小倉 松井隆司 チサン遠賀 岩下年明 ザ・クラシック

28 9:22 菖蒲隆則 小倉 門田義和 勝山御所 濱田博 ザ・クラシック

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。
　（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)に文書で通知すること。また、開催当日は
　　　  門司ゴルフ倶楽部(０９３-４８１-０７１１)に必ず連絡すること。
　（３）本競技予選通過者は、シニア１６名、ミッドシニア９名、グランドシニア１１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　　江 藤　伸 一

  「九州シニア・ミッドシニア・グランドシニア選手権競技 予選」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー

平成２９年５月１７日(水）

門司ゴルフ倶楽部



 

 


