
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 氏      名 所      属  

1 8:00 嘉副 彰彦 小郡ＣＣ 津村 益隆 大博多CC 本村 孝博 有明CC 西 喜久男 皐月GC

2 8:09 菱岡 弘 小郡ＣＣ 中田 皓之 大博多CC 一下 隆幸 筑紫野CC 石本 秀樹 福岡センチュリーGC

3 8:18 秋山 金義 小郡ＣＣ 中山 康弘 大博多CC 福山 明利 筑紫野CC 亀田 志郎 福岡センチュリーGC

4 8:27 百枝 友寛 小郡ＣＣ 大野 徹二 大博多CC 壁村 茂樹 筑紫野CC 田中 丈夫 福岡センチュリーGC

5 8:36 松永 好一郎 小郡ＣＣ 坂田 巧 大博多CC 伊藤 誠 筑紫野CC 平尾 聡昭 福岡センチュリーGC

6 8:45 寺田 一人 小郡ＣＣ 杉谷 孝志 大博多CC 髙橋 英一 筑紫野CC 山口 義文 福岡センチュリーGC

7 8:54 野田 尚登 小郡ＣＣ 相本 慶二郎 大博多CC 田中 英治 筑紫野CC #N/A #N/A

8 9:03 大坪 衆介 小郡ＣＣ 吉重 敏朗 大博多CC 野田 満 筑紫野CC 久間 敏弘 八女上陽GC

9 9:12 安本 成憲 小郡ＣＣ 宮本 敏憲 大博多CC 池田 一成 筑紫野CC 高岡 栄作 八女上陽GC

10 9:21 川嶋 哲朗 小郡ＣＣ 宮崎 勇二 大博多CC 木原 利春 セントラル福岡GC 佐藤 辰男 八女上陽GC

11 9:30 松岡 耕一郎 小郡ＣＣ 大野 誠司 大博多CC 川口 廣祥 久留米CC 竹石 保則 八女上陽GC

12 9:39 山﨑 直政 太宰府ＧＣ 岩切 和広 大博多CC 北島 明 久留米CC 島田 昇二郎 八女上陽GC

13 9:48 福島 聡之 太宰府ＧＣ 福岡 和彦 大博多CC 末次 栄作 久留米CC 近藤 雅彦 八女上陽GC

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 富山 博幸 太宰府ＧＣ 濵地 博史 大博多CC 船越 増雄 皐月GC 八尋 和則 八女上陽GC

15 8:09 陶山 健一 太宰府ＧＣ 前田 清明 大博多CC 関 雅治 皐月GC 大嶌 新一郎 浮羽CC

16 8:18 村上 雅一 太宰府ＧＣ 花田 幸一 夜須高原CC 近藤 澄貴 皐月GC 新穂 芳昌 福岡サンレイクGC

17 8:27 西野 達郎 太宰府ＧＣ 木村 元一 夜須高原CC 安武 政治 皐月GC 長島 芳之 福岡サンレイクGC

18 8:36 田中 賢治 太宰府ＧＣ 山邊 健喜 夜須高原CC 中尾 勝彦 皐月GC 泊岩 司 福岡サンレイクGC

19 8:45 山﨑 健一 太宰府ＧＣ 原田 浩幸 夜須高原CC 坂本 浩一 皐月GC 大橋 哲師 福岡サンレイクGC

20 8:54 末永 円 太宰府ＧＣ 阿賀 一郎 夜須高原CC 結城 國彦 皐月GC #N/A #N/A

21 9:03 有田 次郎 太宰府ＧＣ 岩波 国泰 夜須高原CC 村上 義春 皐月GC 武末 亘 福岡サンレイクGC

22 9:12 安武 宗昭 太宰府ＧＣ 野中 康之 有明CC 江平 元信 皐月GC 松尾 和彦 福岡サンレイクGC

23 9:21 伊南 純雄 太宰府ＧＣ 小宮 浩義 有明CC 会津 孝 皐月GC 八田 浩充 福岡サンレイクGC

24 9:30 林田 浩樹 大博多CC 松本 廣秋 有明CC 金宮 盛起 皐月GC 小宮 辰夫 福岡サンレイクGC

25 9:39 常村 昌三 大博多CC 田中 稔大 有明CC 辻 俊文 皐月GC 長野 毅 福岡サンレイクGC

（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。

　　  

（３）予選通過者は、１２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２日）を使用することがある。

また、競技前日及び当日の欠場連絡は、本人のスタート３０分前までに夜須高原カントリークラブ（０９４６－４２－２２１１）に届け出ること。なお、欠場届提出後の再出場は認めない。

競技委員長　　内 野 善 雄

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

コ ー ス　： 夜須高原カントリークラブ

開 催 日 ： ２０２１年６月１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）及び夜須高原カントリークラブ（０９４６－４２－２２１１）に所属クラブを通じ届け出ること。


