
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 
（第２日目） 開 催 日 ： 平成３０年１０月１８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 福田　直行 小郡 77 上門　貞夫 琉球 77 平本　一基 小郡 77

2 8:08 荒木　嘉一 志摩シーサイド 77 合原　豊 麻生飯塚 77 田中　雅之 若木 77

3 8:16 五十森　達哉 福岡雷山 77 高山　豊 小倉 77 川口　亮 ブリヂストン 77

4 8:24 椎野　信之 小倉 77 佐藤　哲宏 別府扇山 77 藤井　雄一 ワールド 77

5 8:32 鵜木　啓光 ブリヂストン 76 江口　信二 大博多 76 野上　英司 ミッションバレー 76

6 8:40 植木　啓人 大村湾 76 竹内　善治 大分サニーヒル 76 朝日　十代己 佐世保国際 76

7 8:48 金井　裕和 福岡レイクサイド 76 大倉　清 浮羽 76 牧　博 大分 76

8 8:56 扇　大輔 パサージュ琴海 76 宮﨑　伸介 玉名 76 山浦　正継 志摩シーサイド 76

9 9:04 杉山　勉 チェリー小倉南 76 高橋　誠一 大分竹中 75 細山田　暁仁 溝辺 75

10 9:12 牛島　中 志摩シーサイド 75 高山　裕司 ミッションバレー 75 松岡　國男 志摩シーサイド 75

11 9:20 工藤　亜沙希 佐賀 75 大矢　誠 ザ・クイーンズヒル 75 満潮　辰一郎 志摩シーサイド 74

12 9:28 亀井　敏樹 武雄嬉野 74 今村　大志郎 麻生飯塚 74 北原　直樹 南国 74

13 9:36 伊妻　恭平 久住高原 74 荒川　英二 福岡雷山 73 永田　満 北山 73

14 9:44 岡村　貴志 久住高原 73 小杉　竜三 熊本空港 73 成清　孝信 八女上陽 73

15 9:52 儀保　和 美らオーチャード 72 西尾　公孝 佐賀 72 米倉　雄一郎 浮羽 72

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

16 8:03 町草　勇 佐世保・平戸 78 松山　英治 周防灘 77 齊藤　崇四郎 セブンミリオン 77

17 8:11 工藤　謙太郎 福岡レイクサイド 78 空　真一郎 門司 78 須田　征司 福岡レイクサイド 78

18 8:19 本田　智英 佐世保国際 78 福永　勝男 祁答院 78 小島　慎平 宮崎レイクサイド 78

19 8:27 松山　雅光 大分竹中 78 古谷　信司 肥後サンバレー 78 小野山　浩太郎 セブンミリオン 78

20 8:35 亀口　修一 福岡レイクサイド 79 金城　大夢 美らオーチャード 78 榎　隆則 大分中央 78

21 8:43 水口　建二郎 芥屋 79 渡瀬　昭彦 チェリー鹿児島シーサイド 79 井上　博通 高遊原 79

22 8:51 大石　勤 筑紫ヶ丘 79 大橋　俊介 ミッションバレー 79 西　吾朗 福岡サンレイク 79

23 8:59 松尾　和彦 福岡サンレイク 79 渡辺　卓 大分 79 上畠　鳳人 グランドチャンピオン 79

24 9:07 佐藤　良晴 西戸崎シーサイド 79 生田　貴稔 ペニンシュラ 79 佐藤　憲一 大分 79

25 9:15 久原　丈幸 花祭 80 藤木　久臣 ザ・クイーンズヒル 79 工藤　英由紀 佐賀 79

26 9:23 松尾　真吾 オーシャンパレス 80 林　将司 グランドチャンピオン 80 井上　政人 花祭 80

27 9:31 福山　貴信 北九州 80 後潟　直道 チェリー鹿児島シーサイド 80 尾石　輝明 大博多 80

28 9:39 加藤　重成 大分中央 80 永井　勝己 フェニックス 80

29 9:47 岩本　聖司 大分竹中 80 百田　隆 福岡 80

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）　やむを得ない理由により欠場する場合は、くまもと城南カントリークラブ（０９６４-２８-６５１１）に必ず連絡すること。

第８回  九州ミッドアマチュア選手権競技 決勝 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

コ ー ス　： くまもと城南カントリークラブ

競技委員長　　塚 根　卓 弥


