
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

アウトコース スタート

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

1 7:30 福井 敏久 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 前田 恵二 北九州 木村 南坊 麻生飯塚

2 7:38 山下 久雄 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 高橋 秀樹 北九州 小清水 喜代孝 麻生飯塚

3 7:46 櫻井 義行 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 団野 秀明 北九州 籾井 秀忠 麻生飯塚

4 7:54 山口 誠 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 豊沢 卓郎 北九州 安永 修吉 麻生飯塚

5 8:02 佐々木 浩造 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 吉村 治 北九州 上野 和美 麻生飯塚

6 8:10 川上 義人 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 竹本 秀伸 北九州 内田 孝之 麻生飯塚

7 8:18 古賀 嘉文 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 坂本 嘉秀 北九州 吉田 幸彦 麻生飯塚

8 8:26 石松 正敬 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 花木 信之 北九州 村上 清敏 麻生飯塚

9 8:34 鎗水 久美彦 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 森京 政人 北九州 野中 美文 麻生飯塚

10 8:42 宮﨑 廣門 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 坂部 正剛 北九州 新開 芳喜 麻生飯塚

11 8:50 進藤 伸介 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 坂口 宗利 北九州 高崎 祐二 麻生飯塚

12 8:58 金元 三紀男 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 奥村 光芳 麻生飯塚 吉永 稔雄 鷹羽ﾛｲﾔﾙ

13 9:06 濱 俊克 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 藤井 茂樹 麻生飯塚 山中 清 鷹羽ﾛｲﾔﾙ

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  

14 7:30 佐藤 正夫 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 高城 義明 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 久保 倫幸 JR内野

15 7:38 田尻 美智明 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 枡田 智樹 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 金海 寧雄 JR内野

16 7:46 中東 寿 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 水田 一 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 橋本 正純 JR内野

17 7:54 三芳 正道 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 丹村 和成 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 宮﨑 正行 JR内野

18 8:02 大場 修一 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 木村 謙治 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 草場 信博 JR内野

19 8:10 宮本 昭久 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 鳥井田 志郎 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 濱野 昌治 JR内野

20 8:18 竹井 充晴 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 小袋 是勝 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 藤 聖二 福岡ﾚｲｸｻｲﾄﾞ

21 8:26 脇坂 政宏 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 竜口 晋 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 荒巻 豊実 福岡ﾚｲｸｻｲﾄﾞ

22 8:34 藤原 輝也 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 中村 隆昭 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 畑 茂文 福岡ﾚｲｸｻｲﾄﾞ

23 8:42 矢津田 光郎 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 椎屋 幸雄 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 吉利 和之 麻生飯塚

24 8:50 深見 則貴 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 堀 賢吾 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 仲野 泰光 麻生飯塚

25 8:58 堤 利栄 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 出口 清 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 山下 耕司 麻生飯塚

26 9:06 若林 勝 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ 南野 英和 鷹羽ﾛｲﾔﾙ 青栁 昌司 麻生飯塚

（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。

　　  

     届け出ること。また、欠場届提出後の再出場は認めない。

（３）予選通過者は、１４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（６月１６日）を使用することがある。

に所属クラブを通じ届け出ること。 また、競技前日及び当日の欠場連絡は、本人のスタート３０分前までに麻生飯塚ゴルフ倶楽部（０９４８－６５－１１５５）に

競技委員長　　黒 肱 敏 彦

第51回  「九州シニア選手権競技 福岡県北部B地区予選」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー

コ ー ス　： 麻生飯塚ゴルフ倶楽部

開 催 日 ： ２０２１年６月１５日（火）

注意事項

（２）申込締切日以降に欠場する場合は、開催前々日までに所定の書式で九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）及び麻生飯塚ゴルフ倶楽部（０９４８－６５－１１５５）

（午前）


