
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 山田　泰三 門司 西川　宏 福岡国際 稲田　誠 鷹羽ロイヤル

2 8:09 中濃　和寿 門司 中禮　弘幸 福岡国際 茂田　敬博 鷹羽ロイヤル 永野　勝利 周防灘

3 8:18 千代丸　勝義 門司 石山　忠典 福岡国際 米安　工輔 鷹羽ロイヤル 上野　時男 周防灘

4 8:27 木原　秀雄 門司 中隠居　勝美 福岡国際 河口　誠 鷹羽ロイヤル 神原　武男 周防灘

5 8:36 池内　弘純 若松 後藤　尊利 福岡国際 本永　次男 鷹羽ロイヤル 井上　義信 周防灘

6 8:45 今城　瑛夫 若松 仲野　秀威 福岡国際 上田　周一 鷹羽ロイヤル 福田　俊策 周防灘

7 8:54 原田　知幸 若松 栗田　義典 福岡国際 山本　一博 鷹羽ロイヤル 山中　正義 若宮

8 9:03 池田　稔臣 若松 増田　修一 福岡国際 早崎　弘 鷹羽ロイヤル 杉山　清美 チェリー小倉南

9 9:12 野田　浩司 若松 吉田　清利 福岡国際 新井　修一郎 鷹羽ロイヤル 立岩　良一 チェリー小倉南

10 9:21 山内　喜吉 若松 河本　久義 かほ 冨岡　保彦 鷹羽ロイヤル 山中　忠雄 チェリー小倉南

11 9:30 門田　義和 勝山御所 木村　敏彦 京都 尾崎　晋 鷹羽ロイヤル 山下　憲行 チェリー小倉南

12 9:39 村岡　政明 勝山御所 宮崎　正廣 京都 金子　健次 鷹羽ロイヤル 小山　良平 チェリー小倉南

13 9:48 中筋　直秀 勝山御所 松本　素直 京都 向野　守人 福岡フェザント 井田　達郎 チェリー小倉南

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

14 8:00 有吉　美南雄 玄海 田中　日本明 麻生飯塚 長谷川　勝三 ザ・クラシック

15 8:09 田中　俊巳 玄海 髙倉　良信 麻生飯塚 柳瀬　信廣 ザ・クラシック 藤田　進 小倉

16 8:18 深野　輝幸 玄海 金村　泰幸 麻生飯塚 下薗　幸勝 ザ・クラシック 高嶋　勲 小倉

17 8:27 児玉　卓 玄海 桜井　靖久 麻生飯塚 溝口　善孝 ザ・クラシック 中村　義孝 福岡レイクサイド

18 8:36 花村　洋一 玄海 河上　大吉 麻生飯塚 渡邉　民男 ザ・クラシック 犬丸　一生 福岡レイクサイド

19 8:45 山田　敬二 玄海 吉安　勝行 麻生飯塚 岩下　年明 ザ・クラシック 一丸　謙一郎 JR内野

20 8:54 近藤　正耿 北九州 下津　益夫 麻生飯塚 上妻　季巳 ザ・クラシック 箱田　欽也 JR内野

21 9:03 大屋　太 北九州 清田　昭 麻生飯塚 小川　敏 ザ・クラシック 長門　正司 ミッションバレー

22 9:12 高橋　秀樹 北九州 北和田　誠 麻生飯塚 衛藤　學 ザ・クラシック 安河　正彰 ミッションバレー

23 9:21 田村　滋 北九州 竹本　金光 麻生飯塚 中村　幸夫 九州八幡 石山　正満 ミッションバレー

24 9:30 片山　利勝 西日本 岩下　隆夫 チサン遠賀 堀　道彦 九州八幡 川口　善明 ミッションバレー

25 9:39 西山　潤一 西日本 武田　鐵雄 チサン遠賀 萬田　健治郎 九州八幡 池尻　正路 ミッションバレー

26 9:48 安川　常静 西日本 村山　延寿 チサン遠賀 吉永　昭史 九州八幡 山本　克哉 ミッションバレー

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。

（２）やむを得ない事情により欠場する場合は、開催２日前まで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、開催前日以降については 若宮ゴルフクラブ（０９４９-５４-０５９５）に必ず連絡すること。

（３）予選通過者は、２６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。

（４）天候等の理由により競技が成立するホール数を終了できなかった場合、予備日（９月３日）を使用することがある。

九 州 ゴ ル フ 連 盟 創 立 ５０ 周 年 記 念

競技委員長　　村 田　哲 也　　 

第４２回  「九州グランドシニア選手権競技　福岡県北部地区 予選」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー

若宮ゴルフクラブ

九州ゴルフ連盟

２０２０年９月２日(水）


