
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

開 催 日 ： 2019年3月27日

アウト スタート　（東コース） コ ー ス　： 小郡カンツリー倶楽部

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

1 8:00 福田　保二 喜々津 豊田　實 小郡 原　正昭 小倉

2 8:07 山浦　英男 小郡 三林　博文 小倉 近藤　敬信 高遊原

3 8:14 河野　信正 久山 萩原　正男 佐世保 稲益　三敏 小郡

4 8:21 森田　和邦 野母崎 江頭　幸雄 小郡 小倉　信雄 福岡レイクサイド

5 8:28 安藤　喜三郎 大分中央 上野　謹爾 太宰府 髙木　武俊 芥屋

6 8:35 野田　浩司 若松 鷺山　孝昭 小郡 塚本　敬一 大和不動

7 8:42 長谷川　進一 若松 岸田　年弘 くまもと中央 中村　惠昭 芥屋

8 8:49 荒牧　光 阿蘇やまなみ 永守　浩 日の隈 天本　惇 小郡

9 8:56 山本　辰好 セブンミリオン 小池　武宜 日の隈 冨岡　保彦 鷹羽ロイヤル

10 9:03 下川　泰生 中九州 河上　大吉 麻生飯塚 合屋　喜久男 皐月

11 9:10 野口　昌邦 若木 北村　敏夫 セブンミリオン 寺内　藤次 中九州

12 9:17 堂森　厚司 肥後サンバレー 石丸　勝 天山 柴田　鎮 二丈

13 9:24 藤本　隆 天山 柴藤　定夫 夜須高原 酒井　義明 肥後サンバレー

14 9:31 牧山　忠生 夜須高原 髙藤　伸之 大分東急 秋永　春生 チェリー小倉南

15 9:38 廣重　俊一 福岡サンレイク 前川　龍美 チェリー小倉南 堀尾　愼彌 矢部サンバレー

16 9:45 筧　敏 周防灘 香月　孝俊 久留米 川久保　乙彦 花祭

17 9:52 宮本　誠 オーシャンパレス 堺　浩 福岡 二田　久幸 久留米

イン スタート　(南コース)               

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

18 8:00 吉永　慎二 長崎パーク 中嶋　重之 志摩シーサイド 平井　正清 小郡

19 8:07 清田　京治 チェリー宇土 野田　武次郎 若宮 吉原　教雄 久山

20 8:14 河室　健士 大分 髙山　義明 小倉 野田　末雄 小郡

21 8:21 賀来　富彦 大分ななせ 目野　邦彦 小郡 久芳　勝美 久山

22 8:28 池田　正伸 小郡 梶原　啓三 福岡レイクサイド 別府　良雄 長崎国際

23 8:35 安達　房夫 久留米 町田　久男 長崎 植杉　乾蔵 球磨

24 8:42 平田　晃宏 若松 荒木　正義 小郡 久富　和行 グリーンランドリゾート

25 8:49 大藤　賢一 浮羽 森池　保親 島津 久部　貞男 若松

26 8:56 中村　亨 中九州 内田　耕二 西戸崎シーサイド 片倉　小五郎 玄海

27 9:03 手嶋　啓 北九州 大塚　孝 肥後サンバレー 五郎丸　満 セブンミリオン

28 9:10 鈴木　勝元 麻生飯塚 石塚　重利 中九州 貝島　義雄 古賀

29 9:17 木村　一郎 夜須高原 廣吉　淳三郎 九州八幡 永田　傑一 中九州

30 9:24 石橋　国彦 福岡国際 渡邊　篤 大分東急 畑中　保 皐月

31 9:31 松田　司 チェリー小倉南 渕上　好雄 八代 田中　秀一 久留米

32 9:38 尾藤　牧衛 島原 杉山　利夫 チェリー小倉南 松本　昌直 大博多

33 9:45 中島　徹夫 久留米 深川　光雪 北山 宮野　葵 周防灘

注意事項
（１）上記の参加者に欠場者があった場合、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、事前に九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）に文書で通知すること。
 また、競技前日以降は小郡カンツリー倶楽部（０９４２-７５-４１８１）に必ず連絡すること。

競技委員長　　内 野　善 雄  

 18ホール・ストロークプレー
第５回  「九州スーパーシニアカップ」　組合せ表　


