
　　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 緒方　康憲 鷹羽ロイヤル 森　伸一郎 九州八幡 古藤　雄二 小倉 中村　昭一 玄海

2 8:09 崔　永珍 ミッションバレー 坂本　達也 麻生飯塚 宮城　マルコ かほ 衛藤　仁秀 ザ・クラシック

3 8:18 麻生　俊之 北九州 田中　良明 若松 石光　隆一 西日本 東　智之 門司

4 8:27 末松　雅彦 チェリー小倉南 大山　忠成 勝山御所 須田　征司 福岡レイクサイド 増田　充寿 京都

5 8:36 四辻　正治 チサン遠賀 高崎　祐二 茜 尾家　正芳 周防灘 山中　正義 ワカミヤ

6 8:45 菊地　竜也 福岡国際 坂口　正男 福岡フェザント 古山　悌正 IR内野 南野　雅英 鷹羽ロイヤル

7 8:54 八丁　禎二 九州八幡 池田　俊見 小倉 山浦　昇 玄海 中東　寿 ミッションバレー

8 9:03 合原　豊 麻生飯塚 田中　臣剛 かほ 江口　由生 ザ・クラシック 市丸　耕一朗 北九州

9 9:12 後藤　俊一朗 若松 文元　太一 西日本 森山　直哉 門司 安部　裕之 チェリー小倉南

10 9:21 冨士川　賢治 勝山御所 金井　裕和 福岡レイクサイド 吉武　健一 京都 稲田　秀一 チサン遠賀

11 9:30 髙木　浩 茜 松山　英治 周防灘 徳永　安久 ワカミヤ 古賀　誠司 福岡国際

12 9:39 沖本　孝一 福岡フェザント 久保　和也 IR内野 福原　暢久 鷹羽ロイヤル 安田　哲生 九州八幡

13 9:48 金丸　勝利 小倉 山田　慎介 玄海 野上　英司 ミッションバレー 上野　和美 麻生飯塚

14 9:57 森坪　秀明 かほ 小坂　鉄治 ザ・クラシック 清水　大介 北九州 岡部　太郎 若松

15 10:06 北﨑　弘司 西日本 空　真一郎 門司 福留　耕二郎 チェリー小倉南
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16 8:04 田中　真一 勝山御所 的野　信一 福岡レイクサイド 杉野　弘幸 京都 村上　学 チサン遠賀

17 8:13 久保　匡毅 茜 山本　圭亮 周防灘 林田　信男 ワカミヤ 檜垣　一誠 福岡国際

18 8:22 向野　達也 福岡フェザント 福田　勇 IR内野 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 占部　芳和 九州八幡

19 8:31 髙野　蔵治 小倉 西谷　俊輔 玄海 大内　力 ミッションバレー 新川　修二 麻生飯塚

20 8:40 田代　寿博 かほ 仲野　祐輔 ザ・クラシック 坂本　嘉秀 北九州 有吉　祐 若松

21 8:49 梅野　肇 西日本 小野　哲司 門司 泉　将弘 チェリー小倉南 木戸　和昭 勝山御所

22 8:58 小野　泰亮 福岡レイクサイド 髙橋　孝治 京都 加倉井　道雄 チサン遠賀 馬場　崇 茜

23 9:07 是木　亮二 周防灘 高橋　圭子 ワカミヤ 高原　新吾 福岡国際 清水　孝一 福岡フェザント

24 9:16 久保　倫幸 IR内野 繁田　浩一 鷹羽ロイヤル 黒田　裕一 九州八幡 中村　大 小倉

25 9:25 田中　憲二郎 玄海 高山　裕司 ミッションバレー 今村　大志郎 麻生飯塚 伊鹿倉　実 かほ

26 9:34 小島　隆治 ザ・クラシック 臼井　和弘 北九州 小林　幹平 若松 山本　昌治 西日本

27 9:43 伊藤　雄二 門司 高城　英則 チェリー小倉南 小田　豊 勝山御所 的野　努 福岡レイクサイド

28 9:52 田原　光二 京都 市橋　剛 チサン遠賀 松元　敏博 茜 中山　一馬 周防灘

29 10:01 箱田　哲 ワカミヤ 竹森　信介 福岡国際 山野　好弘 福岡フェザント 金海　寧雄 IR内野

  （１） 上記の参加者に欠場者があった場合は、組合せの一部を変更することがある。
  （２） 出場選手がやむを得ない理由で出場できなくなった場合は、大会前日12：00～15：00の間に開催コースへ交替届けを提出の上

予め登録したアドバイス・ギバーと交替することができる。

  （３） 本大会上位３ティームが九州インタークラブ競技大会決勝に進出することが出来る。

主　　催：九 州 ゴ ル フ 連 盟

開 催 日：2022年10月４日(火)

注意事項

競技委員長　　江藤　伸一

第３１回 インタークラブ福岡県北部地区競技大会  組合せ表

１８ホール・ストロークプレー

コ ー ス：玄 海 ゴ ル フ ク ラ ブ

　　インコース スタート                 


