
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 馬場　尋樹 フェニックス 棚田　敏文 宮崎レイクサイド 坂元　利廣 レインボースポーツランド

2 8:08 竹内　茂 美々津 大田原　和好 宮崎座論梅 野村　年秋 宮崎国際 熊田原　善勝 宮崎国際空港

3 8:16 田島　逸男 宮崎　 中山　博美 宮崎ゴルフ 河野　道行 ジェイズ日南 甲斐　稔 北方

4 8:24 前田　裕史 ＵＭＫ 白坂　千弘 宮崎大淀 榎木　福一 青島 串間　義信 リージエント宮崎

5 8:32 楠元　利夫 都城母智丘 三股　俊夫 ハイビスカス 成松　和幸 フェニックス 中原　俊一 宮崎レイクサイド

6 8:40 平川　末雄 レインボースポーツランド 石塚　日出夫 美々津 鈴木　久義 宮崎座論梅 林　孔裕 宮崎国際

7 8:48 松尾　豊勝 宮崎国際空港 富永　尚男 宮崎　 中山　司 宮崎ゴルフ 西村　敏彰 ジェイズ日南

8 8:56 佐藤　行孝 北方 興梠　敏彦 ＵＭＫ 堀本　逸夫 宮崎大淀 池田　博人 青島

9 9:04 野元　薫 リージエント宮崎 酒匂　修 都城母智丘 吉川　廣幸 ハイビスカス 乙守　修 フェニックス

10 9:12 鎌田　良一 宮崎レイクサイド 椎屋　孝明 レインボースポーツランド 赤澤　末幸 美々津 髙橋　博美 宮崎座論梅

11 9:20 斉藤　文明 宮崎国際 大久保　修 宮崎国際空港 外山　徹 宮崎　 吉行　澄男 宮崎ゴルフ

12 9:28 中田　正宏 ジェイズ日南 小田　哲朗　 北方 出水　学 ＵＭＫ 前田　宣夫 宮崎大淀

13 9:36 大屋　文雄 青島 内村　安博 リージエント宮崎 漆原　功 都城母智丘 亀井　義治 ハイビスカス

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

14 8:00 山内　浩二 フェニックス 山本　怜 宮崎レイクサイド 長谷場　純一 レインボースポーツランド

15 8:08 岡田　勝学 美々津 畑添　浩之 宮崎座論梅 日高　國幹 宮崎国際 甲斐　志郎 宮崎国際空港

16 8:16 荒木　幸三 宮崎　 神川　英典 宮崎ゴルフ 椎葉　啓介 ジェイズ日南 佐藤　賢悟 北方

17 8:24 西村　悟 ＵＭＫ 財部　裕 宮崎大淀 吉川　健 青島 松田　和弘 リージエント宮崎

18 8:32 李　泰造 都城母智丘 春田　英二 ハイビスカス 甲斐　秀二 フェニックス 図師田　孝文 宮崎レイクサイド

19 8:40 力丸　勇気 レインボースポーツランド 戸田　吉郎 美々津 山本　正人 宮崎座論梅 畑中　徹与 宮崎国際

20 8:48 中嶋　繁博 宮崎国際空港 川崎　裕貴 宮崎　 池田　拓哉 宮崎ゴルフ 丸山　誠一 ジェイズ日南

21 8:56 小野　秀和 北方 長尾　昇 ＵＭＫ 宮田　利彦 宮崎大淀 黒木　健治 青島

22 9:04 地村　直通 リージエント宮崎 土持　孝一 都城母智丘 大木　一康 ハイビスカス 首藤　俊郎 フェニックス

23 9:12 石橋　雄 宮崎レイクサイド 塩浦　幸信 レインボースポーツランド 福田　誠志 美々津 黒木　良一 宮崎座論梅

24 9:20 三木　郷志 宮崎国際 山内　康史 宮崎国際空港 荒武　直樹 宮崎　 市来　達也 宮崎ゴルフ

25 9:28 宮浦　修 ジェイズ日南 長曽我部　隆行 北方 山下　英樹 ＵＭＫ 市来　勝弘 宮崎大淀

26 9:36 川路　義和 青島 宮島　孝美 リージエント宮崎 長曽我部　昭行 都城母智丘 井戸川　順一 ハイビスカス

（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。（九州ゴルフ連盟ホームページhttp://www.guk.jp参照）

　　　交替することができる。それ以降の交替については、競技規定に準ずる。

九州ゴルフ連盟

平成２９年８月３０日(水）

注意事項

（２） 出場選手が、やむを得ない理由で欠場する場合は、大会前日１５：００までに大会競技委員会へ交替届を提出し、予め登録した補欠選手と

競技委員長　　佐 藤　金 夫

第２８回 インタークラブ宮﨑県地区競技大会  組合せ表
１８ホール・ストロークプレー

宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部

　　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                 


