
１８ホール・ストロークプレー

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 藤田　光一 佐賀 福島　有穂 佐世保 宮口　寛嗣 佐賀ロイヤル 北島　昭博 フジ

2 7:40 藤本　広治 大村湾 松尾　隆寛 花祭 嘉村　亮平 佐賀クラシック 村元　一成 愛野

3 7:50 江頭　康至 佐賀ロイヤル 武田　泰嗣 佐賀 津田　洋明 佐世保 居本　亮 福岡セヴンヒルズ

4 8:00 橋本　正孝 佐賀クラシック 松本　康 長崎国際 中本　二郎 フジ 松本　照久 佐賀ロイヤル

5 8:10 堤　祐義 大村湾 松本　茂樹 佐賀ロイヤル 近藤　博和 佐賀 中村　信一 佐世保

6 8:20 井上　政人 花祭 田島　宏 佐賀クラシック 北島　秀基 愛野 益永　尚弥 佐世保国際

7 8:30 藤原　紳祐 長崎国際 五島　功基 北山 灰野　徹 佐賀ロイヤル 松本　由也 長崎パーク

8 8:40 本田　智英 佐世保国際 久原　丈幸 花祭 原　靖夫 佐世保・平戸 黒岩　祐司 佐賀

9 8:50 小川　泰成 佐賀 出口　由紀美 佐世保 森　勝也 大村湾 浦　裕次 ハウステンボス

10 9:00 日髙　浩徳 福岡セヴンヒルズ 勝田　祥二 ペニンシュラ 野口　雅史 若木 武内　謙輔 唐津

11 9:10 津田　一臣 喜々津 兼城　英輔 佐賀 熊谷　暁 佐世保 山﨑　修 武雄嬉野

12 9:20 村川　清治 チサン森山 玉木　慶貴 若木 米倉　雄一郎 日の隈 島本　武司 武雄

13 9:30 小金丸　淳 大和不動 宮本　信也 喜々津 工藤　亜沙希 佐賀 馬場　康浩 チサン森山

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 7:30 小山田　保幸 佐賀 森　靖記 大村湾 池田　敬介 フジ 江頭　愼嗣　 日の隈

15 7:40 山口　龍良 佐世保 須藤　義寛 佐賀クラシック 鷹巣　勇 大和不動 井上　裕二 チサン森山

16 7:50 中村　胤明 佐賀ロイヤル 松本　利信 長崎パーク 山本　茂雄 佐世保 坂井　利弘 ブリヂストン

17 8:00 坂上　秀和 長崎国際 飛松　晋作 佐賀 竹末　和矢 福岡セヴンヒルズ 生田　貴稔 ペニンシュラ

18 8:10 徳永　武仁 チサン森山 熱海　俊 佐賀ロイヤル 西山　貴道 佐賀クラシック 平山　計之 ハウステンボス

19 8:20 熊本　輝之 花祭 熊本　正和 武雄嬉野 湯浅　幸一 大村湾 梯　弘昭 佐世保

20 8:30 野田　憲司 長崎国際 町草　勇 愛野 古川　圭 佐賀 亀井　敏樹 武雄嬉野

21 8:40 石井　元気 佐世保 坂本　勝也 フジ 楢﨑　雄磨 佐賀ロイヤル 尾形　尚隆 佐世保国際

22 8:50 椿山　正勝 大村湾 中村　昌弘 花祭 篠﨑　雅弘 若木 平田　正義 佐賀

23 9:00 川口　圭典 喜々津 熊谷　博之 佐賀ロイヤル 白川　博之 佐世保 尹　聡 大和不動

24 9:10 糸山　和臣 北山 月成　守康 佐賀 黒鳥　慎一 ペニンシュラ 柴田　安久 福岡セヴンヒルズ

25 9:20 小川　晃弘 佐世保・平戸 松尾　真一 愛野 野口　賢児 佐賀クラシック 松元　健 花祭

26 9:30 前田　秀樹 長崎パーク 西　勲和 佐賀 古賀　茂樹 北山 松尾　文隆 佐世保

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。

　　 　こと。また、開催前日以降については会場クラブ(0942-89-2049)に必ず連絡すること。
（３）予選通過者は、16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25日）を使用することがある。

（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

九州ゴルフ連盟

2020年9月24日

佐賀カントリー倶楽部

競技委員長  　今泉　洋　　　　　　　　

九州ゴルフ連盟創立50周年記念

第10回　九州ミッドアマ(佐賀・長崎)予選競技　組合せ


