
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 8:00 嶋村 健 熊本空港 河北 敏彦 くまもと中央 日隈 乙四郎 阿蘇グリーンヒル

2 8:09 木下 高明 矢部サンバレー 田浦 幸雄 くまもと城南 村田 秀博 高遊原

3 8:18 中嶋 浩憲 阿蘇グリーンヒル 澤村 亨 くまもと城南 浦﨑 克己 不知火

4 8:27 興津 信次 不知火 小馬田 猛 八代 坂田 克男 あつまるレーク

5 8:36 下崎 健治 八代 岡田 新一 チェリー天草 永井 広起 不知火

6 8:45 松本 昭二郎 八代 古谷 信司 肥後サンバレー 渡辺 治幸 不知火

7 8:54 宮村 学 ワールド 坂井 信 阿蘇大津 竹田 博文 球磨

8 9:03 林 俊行 ワールド 向大野 宗宏 チェリー人吉 三輪 敏郎 あつまるレーク

9 9:12 今田 浩一 八代 木下 竜夫 チェリー宇土 松村 秀邦 くまもと中央

10 9:21 井手尾 環 熊本空港 早崎 研司 くまもと中央 牛島 秀喜 熊本南

11 9:30 佐々木 徹 くまもと中央 小橋 一夫 熊本空港 高見 宏幸 グランドチャンピオン

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  

12 8:05 野田 昌伸 くまもと中央 青木 悦郎 高遊原 小橋 國也 阿蘇大津

13 8:14 福島 祐一 ワールド 園田 一広 熊本南 緒方 眞一 くまもと中央

14 8:23 有田 修治 くまもと城南 渡邉 猛 あつまる阿蘇赤水 牧本 均 阿蘇グリーンヒル

15 8:32 本山 聖英 ワールド 木下 幾英 球磨 一山 愉 熊本南

16 8:41 村山 嘉彦 熊本空港 廣田 政彦 司ロイヤル 原田 隆一 九州小岱山

17 8:50 森山 和志 グリーンランドリゾート 水上 淳一 ワールド 深浦 修 熊本空港

18 8:59 梶岡 吏 肥後サンバレー 麻生 伸一 熊本南 緒方 康一朗 くまもと城南

19 9:08 山冨 治義 球磨 大前 靖 熊本クラウン 江川 佳文 肥後サンバレー

20 9:17 真鍋 義徳 中九州 下村 次弘 矢部サンバレー 廣田 谷助 くまもと中央

21 9:26 甲斐 秀和 矢部サンバレー 松永 文夫 くまもと中央 安楽 新一 阿蘇大津

22 9:35 辻田 昭吾 くまもと中央 上野 三郎 八代 河野 優二 くまもと城南

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。

      なお、競技日前日及び当日の欠場連絡は、本人のスタート30分前までに開催コースに届け出ること。また欠場届提出後の再出場は認めない。

  　   ・九州ゴルフ連盟事務局（０９２－４３４－５５０１）　・矢部サンバレーカントリークラブ（０９６７－７５－０１２１）

（３）予選通過者は、１１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。

競技委員長　　太田　誠一

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

コ ー ス  ：矢部サンバレーカントリークラブ

開 催 日 ： ２０２１年６月１日（火）

（２）締切日以降に欠場する場合は、開催日前々日までに所定の書式で九州ゴルフ連盟及び開催コースに届け出ること。


