
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 7:30 八木　昇 志摩シーサイド 高橋　衛 ワールド 髙野　忠行 大分中央 大田　実角 グリーンヒル

2 7:39 中島　好巳 チェリー鹿児島シーサイド 野田　尚登 小郡 秋山　俊幸 ザ・クラシック 平山　博文 肥後サンバレー

3 7:48 中原　俊一 宮崎レイクサイド 鈴山　智 北山 玉那覇　幸夫 オーシャンキャッスル 杉山　勉 チェリー小倉南

4 7:57 山口　博幸 佐世保国際 江﨑　洋一 司ロイヤル 玉田　茂宏 大分 森　おさむ 佐賀クラシック

5 8:06 恵崎　誠二 大和不動 内野　修一 湯の浦 田上　匠 ザ・マスターズ天草 石亀　三四郎 パームヒルズ

6 8:15 野上　泰生 小倉 乙守　修 フェニックス 田中　勇治郎 福岡雷山 松永　康英 佐世保・平戸

7 8:24 山浦　正継 志摩シーサイド 福島　祐一 ワールド 江藤　富夫 大分中央 南田　芳彦 グリーンヒル

8 8:33 伊牟田　寛見 チェリー鹿児島シーサイド 秋山　金義 小郡 小坂　鉄治 ザ・クラシック 吉野　武司 肥後サンバレー

9 8:42 川越　孝一 宮崎レイクサイド 江口　雄二 北山 比嘉　仁清 オーシャンキャッスル 末松　雅彦 チェリー小倉南

10 8:51 榊　真二 佐世保国際 下川　雄二 司ロイヤル 後藤　憲一郎 大分 西岡　文隆 佐賀クラシック

11 9:00 江副　泰則 大和不動 西川　和広 湯の浦 荒木　洋治 ザ・マスターズ天草 川満　源次 パームヒルズ

12 9:09 藤永　佳昭 小倉 本田　豊明 フェニックス 山内　孝徳 福岡雷山 杉山　美好 佐世保・平戸

13 9:18 松岡　國男 志摩シーサイド 本山　聖英 ワールド 榎　隆則 大分中央 川口　修 グリーンヒル

14 9:27 上川畑　重行 チェリー鹿児島シーサイド 嘉副　彰彦 小郡 金丸　浩治 ザ・クラシック 島津　学 肥後サンバレー

15 9:36 河津　順治 宮崎レイクサイド 永田　満 北山 山内　昌実 オーシャンキャッスル 有本　則男 チェリー小倉南

16 9:45 堀江　浩一 佐世保国際 河口　康広 司ロイヤル 佐藤　憲一 大分 光武　伊佐夫 佐賀クラシック

17 9:54 三好　孝幸 大和不動 川元　邦彦 湯の浦 瀧下　幸治 ザ・マスターズ天草 髙安　覚 パームヒルズ

18 10:03 小宮　正 小倉 柿木　孝哉 フェニックス 太山　哲成 福岡雷山 小村　優二 佐世保・平戸

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

19 7:35 梅本　武史 志摩シーサイド 藤井　雄一 ワールド 加藤　重成 大分中央 高橋　大輔 グリーンヒル

20 7:44 後潟　直道 チェリー鹿児島シーサイド 大塚　紳司 小郡 衛藤　仁秀 ザ・クラシック 梶岡　吏 肥後サンバレー

21 7:53 小島　慎平 宮崎レイクサイド 吉田　多聞 北山 宮国　正 オーシャンキャッスル 藤枝　仁 チェリー小倉南

22 8:02 朝日　十代己 佐世保国際 本田　雅稔 司ロイヤル 渡辺　卓 大分 梶原　憲幸 佐賀クラシック

23 8:11 小金丸　淳 大和不動 松村　康博 湯の浦 川﨑　高城 ザ・マスターズ天草 平安名　康史 パームヒルズ

24 8:20 山口　譲 小倉 山内　浩二 フェニックス 竹本　健太 福岡雷山 原　靖夫 佐世保・平戸

25 8:29 牛島　中 志摩シーサイド 工藤　敬彦 ワールド 姫野　政治 大分中央 尾辻　征嗣 グリーンヒル

26 8:38 上浦　一朝 チェリー鹿児島シーサイド 福田　直行 小郡 松田　一彦 ザ・クラシック 山本　博喜 肥後サンバレー

27 8:47 山本　怜 宮崎レイクサイド 糸山　和臣 北山 新垣　光敏 オーシャンキャッスル 福留　耕二郎 チェリー小倉南

28 8:56 本田　智英 佐世保国際 作本　真吾 司ロイヤル 姫野　武之 大分 野口　賢児 佐賀クラシック

29 9:05 野田　龍平 大和不動 岩元　弘樹 湯の浦 平井　雅彦 ザ・マスターズ天草 宮里　卓 パームヒルズ

30 9:14 椎野　信之 小倉 永井　勝己 フェニックス 荒川　英二 福岡雷山 町草　勇 佐世保・平戸

31 9:23 南　和彦 志摩シーサイド 林　俊行 ワールド 樋口　新一 大分中央 長野　正弥 グリーンヒル

32 9:32 上坊　悟 チェリー鹿児島シーサイド 平本　一基 小郡 山本　大輔 ザ・クラシック 古谷　信司 肥後サンバレー

33 9:41 図師田　孝文 宮崎レイクサイド 篠隈　隆志 北山 前原　元哉 オーシャンキャッスル 高城　英則 チェリー小倉南

34 9:50 小坂　正人 佐世保国際 梅田　祐二 司ロイヤル 牧　博 大分 江越　貴之 佐賀クラシック

35 9:59 尹　聡 大和不動 宇田　幸一郎 湯の浦 深川　大史 ザ・マスターズ天草 木村　光一朗 パームヒルズ

36 10:08 中山　竜己 小倉 馬場　尋樹 フェニックス 五十森　達哉 福岡雷山 山﨑　静愛 佐世保・平戸

注意事項
　（１）  上記の参加者に変更があった場合は、組合せの一部を変更することがある。
　（２）　出場選手が欠場する場合は、大会前日１５：００までに大会競技委員会へ交替届けを提出の上、予め登録した補欠選手と
　　　 　 交替することができる。

競技委員長　　塚 根　卓 弥

第４８回 九州インタークラブ競技大会 決勝 組合せ表第４８回 九州インタークラブ競技大会 決勝 組合せ表第４８回 九州インタークラブ競技大会 決勝 組合せ表第４８回 九州インタークラブ競技大会 決勝 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

佐賀クラシックゴルフ倶楽部

　　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                 

九州ゴルフ連盟

平成３０年１０月１０日（水）


