
主    催  ： 

開 催 日 ： 

　　アウト 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 吉重　敏朗 大博多 乙守　修 フェニックス 下川　雄二 司ロイヤル 新納　淳 臼杵

2 7:39 稲光　和利 福岡雷山 小川　雅彦 大分竹中 青木　英樹 佐賀ロイヤル 白坂　博文 ジェイズ鹿屋

3 7:48 府本　弘 宮崎大淀 衛藤　芳郎 大分 呉屋　幸二 ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 繁田　浩一 鷹羽ロイヤル

4 7:57 池田　巧 鹿児島国際 黒岩　祐司 佐賀 八丁　禎二 九州八幡 松窪　智治 グランドチャンピオン

5 8:06 山口　博幸 佐世保国際 村山　嘉彦 熊本空港 山邊　健喜 夜須高原 大田　実角 グリーンヒル

6 8:15 新垣　清健 美らオーチャード 藤永　佳昭 小倉 守田　和義 佐世保 松本　昭二郎 八代

7 8:24 大野　徹二 大博多 本田　豊明 フェニックス 廣田　政彦 司ロイヤル 神谷　仁一 臼杵

8 8:33 山内　孝徳 福岡雷山 岩本　聖司 大分竹中 深谷　澄男 佐賀ロイヤル 水口　義孝 ジェイズ鹿屋

9 8:42 前田　宣夫 宮崎大淀 後藤　憲一郎 大分 翁長　則仁 ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 木村　謙治 鷹羽ロイヤル

10 8:51 馬場　香二 鹿児島国際 田中　孝弘 佐賀 森　伸一郎 九州八幡 河津　野利夫 グランドチャンピオン

11 9:00 榊　真二 佐世保国際 江村　博次 熊本空港 原田　浩幸 夜須高原 南田　芳彦 グリーンヒル

12 9:09 金城　広明 美らオーチャード 野上　泰生 小倉 豊村　昭司 佐世保 小馬田　猛 八代

13 9:18 宮崎　勇二 大博多 成松　和幸 フェニックス 河口　康広 司ロイヤル 平川　勝也 臼杵

14 9:27 内田　晃裕 福岡雷山 土谷　雅博 大分竹中 灰野　徹 佐賀ロイヤル 中野　好彦 ジェイズ鹿屋

15 9:36 白坂　千弘 宮崎大淀 牧　博 大分 伊芸　誠 ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 宮脇　巡治 鷹羽ロイヤル

16 9:45 寺尾　春樹 鹿児島国際 工藤　英由紀 佐賀 末松　雄二 九州八幡 高見　宏幸 グランドチャンピオン

17 9:54 堀江　浩一 佐世保国際 小杉　康之 熊本空港 末永　末男 夜須高原 川口　修 グリーンヒル

18 10:03 比嘉　賀信 美らオーチャード 小宮　正 小倉 津田　芳弥 佐世保 今田　浩一 八代

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

19 7:39 松本　誠治 大博多 山内　浩二 フェニックス 中原　寛 司ロイヤル 高橋　晴幸 臼杵

20 7:48 竹本　健太 福岡雷山 芦刈　裕治 大分竹中 宮口　寛嗣 佐賀ロイヤル 森　浩幸 ジェイズ鹿屋

21 7:57 中村　真生 宮崎大淀 姫野　武之 大分 金城　長玄 ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 緒方　康憲 鷹羽ロイヤル

22 8:06 安樂　秀隆 鹿児島国際 小山田　保幸 佐賀 神宮　隆光 九州八幡 上畠　鳳人 グランドチャンピオン

23 8:15 朝日　十代己 佐世保国際 井手尾　力 熊本空港 細河　直人 夜須高原 大薮　仁 グリーンヒル

24 8:24 仲村　浩 美らオーチャード 椎野　信之 小倉 岩戸　和行 佐世保 市薗　洸司 八代

25 8:33 鶴丸　裕太郎 大博多 宮島　孝美 フェニックス 本田　雅稔 司ロイヤル 長尾　勝也 臼杵

26 8:42 小林　弘明 福岡雷山 松山　雅光 大分竹中 熱海　俊 佐賀ロイヤル 鵜飼　一伸 ジェイズ鹿屋

27 8:51 財部　裕 宮崎大淀 高野　政彦 大分 安次嶺　豊 ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 相良　和也 鷹羽ロイヤル

28 9:00 川原　勇次 鹿児島国際 工藤　亜沙希 佐賀 占部　芳和 九州八幡 津野　秀昭 グランドチャンピオン

29 9:09 益永　尚弥 佐世保国際 小杉　康太 熊本空港 岩波　国泰 夜須高原 尾辻　征嗣 グリーンヒル

30 9:18 比屋根　修 美らオーチャード 山口　譲 小倉 熊谷　暁 佐世保 出口　昌彦 八代

31 9:27 江口　信二 大博多 永井　勝己 フェニックス 梅田　祐二 司ロイヤル 板井　竜太 臼杵

32 9:36 荒川　英二 福岡雷山 高橋　誠一 大分竹中 中村　胤明 佐賀ロイヤル 上木原　章吾 ジェイズ鹿屋

33 9:45 宮田　利彦 宮崎大淀 渡辺　卓 大分 吉山　朋幸 ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 吉田　俊介 鷹羽ロイヤル

34 9:54 下野　高広 鹿児島国際 西尾　公孝 佐賀 与古光　雄一郎 九州八幡 林　将司 グランドチャンピオン

35 10:03 本田　智英 佐世保国際 小杉　竜三 熊本空港 中園　俊弘 夜須高原 長野　正弥 グリーンヒル

36 10:12 金城　大夢 美らオーチャード 中山　竜己 小倉 福島　有穂 佐世保 園田　英雄 八代

注意事項

　（１）　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
　　　 　予め登録した補欠選手と交替することができる。
　（２）  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。

競技委員長　　塚 根　卓 弥

第４９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

臼杵カントリークラブ

　　イン スタート                 

九州ゴルフ連盟

２０１９年１１月７日


