
　

主    催  ： 

開 催 日 ： 

　　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 田上　匠 ザ・マスターズ天草 本山　聖英 ワールド 今田　浩一 八代 西山　孝明 チェリー宇土

2 8:10 松岡　静人 熊本南 村山　嘉彦 熊本空港 岩崎　勇紀夫 チサン御船 馬場　義博 くまもと城南

3 8:20 油谷　孝 不知火 藤島　末則 チェリー天草 坂田　克男 あつまるレーク 青木　悦郎 高遊原

4 8:30 米村　裕次 球磨 川崎　信廣 チェリー人吉 植竹　健一 熊本クラウン 薮　隆司 矢部サンバレー

5 8:40 吉本　浩 ザ・マスターズ天草 福島　祐一 ワールド 松本　昭二郎 八代 田辺　十郎 チェリー宇土

6 8:50 村田　紀顕 熊本南 江村　博次 熊本空港 黒木　一也 チサン御船 杉田　雄二 くまもと城南

7 9:00 川上　大介 不知火 四方田　徹 チェリー天草 江藤　博之 あつまるレーク 山口　幸敏 高遊原

8 9:10 二ノ宮　良次 球磨 沢田　文徳 チェリー人吉 那須　孝二 熊本クラウン 下村　次弘 矢部サンバレー

9 9:20 瀧下　幸治 ザ・マスターズ天草 阿讃坊　健二 ワールド 村川　米蔵 八代 松尾　昇一 チェリー宇土

10 9:30 園田　一広 熊本南 小杉　康之 熊本空港 荒木　義博 チサン御船 有田　修治 くまもと城南

11 9:40 木下　幸司 不知火 伊藤　壽文 チェリー天草 三輪　敏郎 あつまるレーク 坂田　幸生 高遊原

12 9:50 山冨　治義 球磨 丸尾　誠治 チェリー人吉 笠原　正裕 熊本クラウン 楢林　力也 矢部サンバレー

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

13 8:10 平井　雅彦 ザ・マスターズ天草 藤井　雄一 ワールド 市薗　洸司 八代 松本　圭介 チェリー宇土

14 8:20 林田　眞典 熊本南 井手尾　力 熊本空港 加藤　幸成 チサン御船 福田　賢成 くまもと城南

15 8:30 伊藤　博文 不知火 福田　清明 チェリー天草 豊田　啓司 あつまるレーク 浜田　卓司 高遊原

16 8:40 山園　司 球磨 山田　善彦 チェリー人吉 野田　敏行 熊本クラウン 甲斐　秀和 矢部サンバレー

17 8:50 川﨑　高城 ザ・マスターズ天草 工藤　敬彦 ワールド 藤澤　英樹 八代 前田　弘 チェリー宇土

18 9:00 髙村　博臣 熊本南 小杉　康太 熊本空港 東　文誓 チサン御船 平野　清幸 くまもと城南

19 9:10 渡辺　治幸 不知火 福部　守二 チェリー天草 小森田　幸也 あつまるレーク 出口　諭 高遊原

20 9:20 藤本　勝利 球磨 中村　敬規 チェリー人吉 稲森　英雄 熊本クラウン 木下　高明 矢部サンバレー

21 9:30 深川　大史 ザ・マスターズ天草 林　俊行 ワールド 園田　英雄 八代 水上　新吾 チェリー宇土

22 9:40 船田　大紀 熊本南 小杉　竜三 熊本空港 曽方　帝 チサン御船 小山　完史 くまもと城南

23 9:50 西田　主税 不知火 岡田　新一 チェリー天草 中村　義文 あつまるレーク 山部　文康 高遊原

24 10:00 田中　真一 球磨 向大野　宗宏 チェリー人吉 川邊　昭一郎 熊本クラウン 松本　巻二 矢部サンバレー

 （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）　出場選手がやむを得ない理由で出場できなくなった場合は、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　　佐 々 木 　徹

　　インコース スタート                 

九州ゴルフ連盟

２０１９年９月４日(水）

注意事項

１８ホール・ストロークプレー

あつまるレークカントリークラブ

第３０回 インタークラブ熊本県南部地区競技大会 組合せ


