
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 7:30 梶岡　吏 肥後サンバレー 江﨑　洋一 司ロイヤル 小﨑　広敏 くまもと中央

2 7:39 青木　春久 阿蘇東急 高見　宏幸 グランドチャンピオン 中嶋　浩憲 阿蘇グリーンヒル 喜田　友幸 鹿北

3 7:48 森山　和志 グリーンランドリゾート 村中　尊裕亀 阿蘇大津 真鍋　義徳 中九州 池尻　誠 あつまる阿蘇赤水

4 7:57 田上　秀昭 菊池高原 吉村　德一 玉名 境　豊 九州小岱山 大野　羊逸 司菊水

5 8:06 小田　和彦 菊池 古賀　俊夫 阿蘇やまなみ 吉野　武司 肥後サンバレー 廣田　政彦 司ロイヤル

6 8:15 佐々木　徹 くまもと中央 西島　清文 阿蘇東急 松窪　智治 グランドチャンピオン 井戸口　尚 阿蘇グリーンヒル

7 8:24 高島　和憲 鹿北 坂田　隆幸 グリーンランドリゾート 安楽　新一 阿蘇大津 山下　和也 中九州

8 8:33 山本　勝一 あつまる阿蘇赤水 早田　豊 菊池高原 宮田　知美 玉名 古賀　浩二 九州小岱山

9 8:42 井野　英利 司菊水 岡田　久也 菊池 平田　豊継 阿蘇やまなみ 島津　学 肥後サンバレー

10 8:51 河口　康広 司ロイヤル 坂本　功夫 くまもと中央 佐藤　新 阿蘇東急 緒方　孝則 グランドチャンピオン

11 9:00 山口　光雄 阿蘇グリーンヒル 池尻　良平 鹿北 小宮　辰夫 グリーンランドリゾート 坂井　信 阿蘇大津

12 9:09 山下　勇夫 中九州 渡邉　猛 あつまる阿蘇赤水 黒川　裕司 菊池高原 田中　秀文 玉名

13 9:18 大橋　久美男 九州小岱山 木下　英文 司菊水 松茂　正實 菊池 川崎　不二男 阿蘇やまなみ

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

14 7:40 山本　博喜 肥後サンバレー 作本　真吾 司ロイヤル 友枝　周作 くまもと中央

15 7:49 田尻　光拡 阿蘇東急 上畠　鳳人 グランドチャンピオン 平山　伸治 阿蘇グリーンヒル 江頭　一幸 鹿北

16 7:58 本田　博一 グリーンランドリゾート 永田　圭 阿蘇大津 山下　肇 中九州 杉本　素一 あつまる阿蘇赤水

17 8:07 牧野　光洋 菊池高原 宮﨑　伸介 玉名 川床　宏貴 九州小岱山 山本　学 司菊水

18 8:16 金島　鉄男 菊池 赤峰　清文 阿蘇やまなみ 横山　伊三生 肥後サンバレー 本田　雅稔 司ロイヤル

19 8:25 米倉　慶一郎 くまもと中央 倉永　浩樹 阿蘇東急 津野　秀昭 グランドチャンピオン 鬼塚　貴裕 阿蘇グリーンヒル

20 8:34 小野　順也 鹿北 太田　武士 グリーンランドリゾート 横田　周朋 阿蘇大津 小山　倫生 中九州

21 8:43 宮村　宜明 あつまる阿蘇赤水 髙山　浩 菊池高原 田浦　敏晴 玉名 米倉　和法 九州小岱山

22 8:52 川床　貴志 司菊水 薮田　省三 菊池 坂本　隆 阿蘇やまなみ 古谷　信司 肥後サンバレー

23 9:01 梅田　祐二 司ロイヤル 石丸　和俊 くまもと中央 井嶋　康博 阿蘇東急 林　将司 グランドチャンピオン

24 9:10 岩永　秀和 阿蘇グリーンヒル 星野　忠洋 鹿北 田中　孝憲 グリーンランドリゾート 三浦　和浩 阿蘇大津

25 9:19 瀧下　幸博 中九州 青木　秀夫 あつまる阿蘇赤水 藤田　博 菊池高原 渡邉　太朗 玉名

26 9:28 伊藤　和仁 九州小岱山 平野　力藏 司菊水 島添　正規 菊池 西川　伸一 阿蘇やまなみ

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

　　　交替することができる。それ以降の交替については、競技規定に準ずる。

九州ゴルフ連盟

２０１９年８月２８日(水）

注意事項

（２） 出場選手が、やむを得ない理由で欠場する場合は、大会前日１５：００までに大会競技委員会へ交替届を提出し、予め登録した補欠選手と

競技委員長　　太  田　 誠  一

第３０回 インタークラブ熊本県北部地区競技大会  組合せ表
１８ホール・ストロークプレー

阿蘇グリーンヒルカントリークラブ

　　インコース スタート                 


