
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 水口　建二郎 芥屋 桑原　季哉 福岡雷山 浦野　大介 福岡 熊本　卓夫 久山

2 7:39 松村　聡文 芥屋 吹上　進治 福岡雷山 徳井　康弘 志摩シーサイド 佐藤　博 福岡

3 7:48 下川　和典 西戸崎シーサイド 三島　繁文 ザ・クイーンズヒル 平尾　聡昭 志摩シーサイド 松本　武造 セブンミリオン

4 7:57 佐藤　良晴 西戸崎シーサイド 西嶋　節夫 ザ・クイーンズヒル 長谷川　深二 志摩シーサイド 長岡　範明 セブンミリオン

5 8:06 中野　好也 伊都 平田　錦史郎 筑紫ヶ丘 貝田　末廣 福岡雷山 熊本　吉伸 セブンミリオン

6 8:15 山浦　正継 志摩シーサイド 小野山　浩太郎 セブンミリオン 立本　博明 福岡雷山 伊森　幹雄 ザ・クイーンズヒル

7 8:24 八木　昇 志摩シーサイド 穴井　達雄 セブンミリオン 西園　光則 筑紫ヶ丘 小松　豊 ザ・クイーンズヒル

8 8:33 大矢　誠 ザ・クイーンズヒル 大山　征一郎 セブンミリオン 南　和彦 志摩シーサイド 宮本　敏憲 筑紫ヶ丘

9 8:42 藤木　久臣 ザ・クイーンズヒル 金子　英二 西戸崎シーサイド 吉野　広章 二丈 村井　福也 筑紫ヶ丘

10 8:51 荒川　英二 福岡雷山 蔵原　雄一郎 西戸崎シーサイド 八木　修 二丈 岸原　忍 筑紫ヶ丘

11 9:00 宮崎　哲 筑紫ヶ丘 権藤　武 久山 小野　忠義 ザ・クイーンズヒル 髙嵜　賢 志摩シーサイド

12 9:09 冨田　哲平 筑紫ヶ丘 新井　友京 古賀 河野　洋助 ザ・クイーンズヒル 栁谷　博司 志摩シーサイド

13 9:18 新島　光二 福岡 木下　明 古賀 高山　幸治 筑紫ヶ丘 宮原　民哲 志摩シーサイド

14 9:27 進藤　裕明 福岡 大石　勤 筑紫ヶ丘 上野　宏 伊都 溝端　隆志 志摩シーサイド

15 9:36 藤井　康浩 伊都 竹花　宏明 ザ・クイーンズヒル 千々岩　照晃 セブンミリオン 渡邉　洋之 福岡

16 9:45 徳永　裕幸 伊都 松永　成文 ザ・クイーンズヒル 石垣　一誠 西戸崎シーサイド 陶山　和寛 古賀

17 9:54 清水　吉広 志摩シーサイド 藤野　賢児 伊都 佐藤　隆寛 古賀 金宮　毅 芥屋

18 10:03 井野　和弘 志摩シーサイド 山岡　明徳 福岡 吉澤　雄一 セブンミリオン 佐藤　直俊 芥屋

19 10:12 五十森　達哉 福岡雷山 山内　辰崇 福岡 小嶋　孝好 セブンミリオン 藤井　卓治 筑紫ヶ丘

20 10:21 小林　弘明 福岡雷山 上田　雄次 久山 宮本　淳次 セブンミリオン 伊藤　一美 志摩シーサイド

21 10:30 石井　新也 筑紫ヶ丘 稲光　和利 福岡雷山 坂本　宗俊 西戸崎シーサイド 小森　一人 セブンミリオン

22 10:39 山路　浩恭 筑紫ヶ丘 田中　勇治郎 福岡雷山 秋山　友陽 久山

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               

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

23 7:30 庄嶋　毅 福岡 黒石　征幸 ザ・クイーンズヒル 宮﨑　佳志 志摩シーサイド 原　貴徳 二丈

24 7:39 津田　敏茂 福岡 北島　克也 ザ・クイーンズヒル 柳谷　聖 筑紫ヶ丘 有中　雅章 西戸崎シーサイド

25 7:48 森　芳勝 セブンミリオン ADRIAN YUEN ザ・クイーンズヒル 結城　茂 筑紫ヶ丘 秦　隆敏 福岡

26 7:57 髙野　靖崇 セブンミリオン 太山　哲成 福岡雷山 小島　隆治 筑紫ヶ丘 石松　明 福岡

27 8:06 財津　好充 志摩シーサイド 齋藤　崇四郎 セブンミリオン 赤星　英昭 筑紫ヶ丘 平昭　大成 古賀

28 8:15 梅本　武史 志摩シーサイド 空閑　豊 福岡 佐々木　博司 ザ・クイーンズヒル 小森　和彦 セブンミリオン

29 8:24 上木　政章 志摩シーサイド 波多江　慎一 筑紫ヶ丘 大熊　圭一 ザ・クイーンズヒル 野中　忠道 セブンミリオン

30 8:33 山内　孝徳 福岡雷山 川崎　修一 西戸崎シーサイド 成塚　登 古賀 冨田　稔 セブンミリオン

31 8:42 竹本　健太 福岡雷山 鈴田　稔 筑紫ヶ丘 永尾　和英 セブンミリオン 三苫　竜二 志摩シーサイド

32 8:51 鶴留　昭人 ザ・クイーンズヒル 中園　守 セブンミリオン 安河内　努 久山 谷口　勝幸 志摩シーサイド

33 9:00 森　応隣 ザ・クイーンズヒル 谷口　拓也 セブンミリオン 帆足　和洋 志摩シーサイド 栗原　槙吾 筑紫ヶ丘

34 9:09 山上　弘司 志摩シーサイド 麻生　健 古賀 安田　信策 セブンミリオン 原田　開 筑紫ヶ丘

35 9:18 有江　伊織 セブンミリオン 島田　昇二郎 古賀 柴田　洋 志摩シーサイド 後藤　和仁 久山

36 9:27 井上　勘昭 西戸崎シーサイド 小寺　勝 志摩シーサイド 友納　貴美男 セブンミリオン 山上　久史 久山

37 9:36 瀧口　雅紀 芥屋 山田　宏次郎 ザ・クイーンズヒル 柴本　英俊 福岡 矢野　祐二 セブンミリオン

38 9:45 吉村　和典 芥屋 阿部　淳一 ザ・クイーンズヒル 岡江　俊男 福岡 手嶋　豊 セブンミリオン

39 9:54 木村　日登志 筑紫ヶ丘 平塚　伸也 芥屋 石井　利水 久山 佐藤　清一郎 西戸崎シーサイド

40 10:03 荒木　嘉一 志摩シーサイド 吹春　里志 芥屋 関　暁彦 古賀 古賀　正信 西戸崎シーサイド

41 10:12 福田　正夫 セブンミリオン 小山　大成 西戸崎シーサイド 阪口　岳 芥屋 五十森　廣一 志摩シーサイド

42 10:21 山口　英樹 ザ・クイーンズヒル 荒木　正志 筑紫ヶ丘 百田　隆 福岡 濵﨑　武信 西戸崎シーサイド

43 10:30 松岡　國男 志摩シーサイド 伊藤　譲二 福岡 筒井　俊男 セブンミリオン

44 10:39 中谷　治樹 芥屋 衛藤　新二 志摩シーサイド 福　宏明 セブンミリオン

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

（３）一次予選通過者は、２５名２５名２５名２５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。
　　  ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ（０９２-３２４-５３３３）に必ず連絡すること。

競技委員長　　末　石　　晃

第８回  「九州ミッドアマチュア選手権競技 予選」 組合せ表第８回  「九州ミッドアマチュア選手権競技 予選」 組合せ表第８回  「九州ミッドアマチュア選手権競技 予選」 組合せ表第８回  「九州ミッドアマチュア選手権競技 予選」 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

九州ゴルフ連盟

平成３０年９月１９日(水）

ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

（２）病気、その他により欠場する場合は、所属クラブを通じ事前に九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）に文書で通知すること。また、開催当日は


