
（第２日目）

アウト スタート

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

1 7:30 松尾　昇一 チェリー宇土 81 今鶴　太一 リージェント宮崎 81 菖蒲  隆則 小倉 81 坂田　巧 大博多 81

2 7:39 谷口　敏雄 グリーンランドリゾート 81 竹花　宏明 ザ・クイーンズヒル 81 真鍋　高光 大博多 81 山本  宜正 周防灘 81

3 7:48 副島　一也 長崎 81 安武　宗昭 太宰府 81 木下　竜夫 チェリー宇土 81 中島　好巳 チェリー鹿児島シーサイド 80

4 7:57 吉野　武司 肥後サンバレー 80 山中  正義 ワカミヤ 80 吉浦　喜二 大博多 80 境　   豊 九州小岱山 80

5 8:06 安部  清茂 大分サニーヒル 80 楠元　利夫 都城母智丘 80 鈴木　久義 宮崎座論梅 79 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 79

6 8:15 那須　敬彰 グランドチャンピオン 79 小宇佐  輝久 福岡レイクサイド 79 平川　末雄 レインボ－スポ－ツランド 79 田島　雅二 筑紫ｹ丘 79

7 8:24 安川　博明 福岡 78 宮﨑  正男 大分富士見 78 山中  均 福岡国際 77 今泉  幸彦 天山 77

8 8:33 佐々木　徹 くまもと中央 76 佐藤　憲一 大分 76 武田  幸一 かほ 76 高尾　正儀 グランドチャンピオン 75

イン スタート               

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

9 7:30 大田　実角 グリーンヒル 82 髙松  洋一 別府 81 新井  龍男 チェリー小倉南 81 村川　米蔵 八代 81

10 7:39 西山　寛美 高千穂 82 佐藤　良晴 西戸崎シーサイド 82 山口　龍良 佐世保 82 赤澤　末幸 美々津 82

11 7:48 平山　昭教 長崎パーク 82 田中  日本明 麻生飯塚 82 奈須  弘治 大分ななせ 82 青木　英樹 佐賀ロイヤル 82

12 7:57 稲森　兼隆 祁答院 83 阿河　和博 久山 83 村上　義春 皐月 83 森園  信行 大和不動 83

13 8:06 小川  雅彦 大分竹中 83 田辺　十郎 チェリー宇土 83 坂元　利廣 レインボ－スポ－ツランド 83 近藤　澄貴 皐月 83

14 8:15 福嶌　孝一 福岡サンレイク 83 村田　紀顕 熊本南 83 佐藤  正夫 ミッションバレー 83 下里　彰 オーシャンキャッスル 83

15 8:24 結城　國彦 皐月 84 小田　博之 いぶすき 83 深谷  澄男 佐賀ロイヤル 83

16 8:33 江﨑　洋一 司ロイヤル 84 上山　秀満 湯の浦 84 伊東　廣 美々津 84

17 8:42 本田　満 阿蘇やまなみ 84 小川　敏 ザ・クラシック 84 丸橋　一忠 南九州 84

注意事項

　（１）  上記の参加者に欠場があった場合は、組合せの一部を変更することがある。当日会場のインフォメーションボードを確認すること。

　（２）　欠場する場合は、宮崎カントリークラブ（０９８５－５６－４１１７）に必ず連絡すること。

開催日：２０２２年１０月１３日（木）

コース：宮崎カントリークラブ

競技委員長　　川 畑　孝 則 

第44回  九州グランドシニア選手権競技 決勝 組合せ表

１８ホール・ストロークプレー　

主 催：九州ゴルフ連盟


