
　　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 楠本　亮太郎 宮崎レイクサイド 坂東　雅也 大分 小山　明彦 鹿児島鹿屋

2 8:08 佐々木　徹 くまもと中央 小杉　康太 熊本空港 森　　 芳勝 大博多

3 8:16 永田　満 北山 森　　 勝也 大村湾 庄嶋　毅 福岡

4 8:24 古藤田　卓哉 大分竹中 神谷　将太 オーシャンキャッスル 上畠　鳳人 八代

5 8:32 永井　勝己 フェニックス 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 中村　信一 佐世保

6 8:40 岩井　龍一 出水 小島　隆治 ザ・クラシック 仲村　達也 かねひで喜瀬

7 8:48 加古井　哲哉 芥屋 本田　雅稔 司ロイヤル 荒木　嘉一 志摩シーサイド

8 8:56 古川　圭 佐賀 松山　英治 周防灘 高橋　大輔 グリーンヒル

9 9:04 小島　慎平 宮崎レイクサイド 姫野　武之 大分 津曲　兼章 鹿児島鹿屋

10 9:12 辻田　昭吾 くまもと中央 江村　博次 熊本空港 宮本　英樹 大博多

11 9:20 江口　雄二 北山 堤　　 祐義 大村湾 阿部　忠司 福岡

12 9:28 松山　雅光 大分竹中 宮国　正 オーシャンキャッスル 出口　昌彦 八代

13 9:36 本田　豊明 フェニックス 木村　謙治 鷹羽ロイヤル 熊谷　曉 佐世保

14 9:44 田中　清文 出水 山村　京介 ザ・クラシック 國吉　真史 かねひで喜瀬

15 9:52 水口　建二郎 芥屋 梅田　祐二 司ロイヤル 長谷川　深二 志摩シーサイド

16 10:00 工藤　亜沙希 佐賀 尾家　正芳 周防灘 川口　修 グリーンヒル

17 10:08 山本　怜 宮崎レイクサイド 渡辺　卓 大分 白坂　博文 鹿児島鹿屋

18 10:16 中村　成児 くまもと中央 小杉　竜三 熊本空港 江口　信二 大博多

19 10:24 黒石　雄二 北山 新高　英明 大村湾 津田　敏茂 福岡

20 10:32 高橋　誠一 大分竹中 玉那覇　幸夫 オーシャンキャッスル 内布　洋明 八代

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

21 8:00 宮島　孝美 フェニックス 緒方　康憲 鷹羽ロイヤル 山口　龍良 佐世保

22 8:08 山﨑　利洋 出水 小坂　鉄治 ザ・クラシック 宇久村　栄 かねひで喜瀬

23 8:16 松村　聡文 芥屋 高嵜　賢 司ロイヤル 山上　弘司 志摩シーサイド

24 8:24 小山田　保幸 佐賀 山本　圭亮 周防灘 南田　芳彦 グリーンヒル

25 8:32 棚田　敏文 宮崎レイクサイド 牧 　　博 大分 森　　 浩幸 鹿児島鹿屋

26 8:40 松永　文夫 くまもと中央 井手尾　力 熊本空港 大野　誠司 大博多

27 8:48 糸山　和臣 北山 田中　恵太 大村湾 大塚　正常 福岡

28 8:56 新原　正義 大分竹中 仲嶺　裕樹 オーシャンキャッスル 園田　英雄 八代

29 9:04 山内　浩二 フェニックス 南野　雅英 鷹羽ロイヤル 豊村　昭司 佐世保

30 9:12 村岡　公人 出水 江口　由生 ザ・クラシック 運天　勇 かねひで喜瀬

31 9:20 千々岩　照晃 芥屋 廣田　政彦 司ロイヤル 山浦　正継 志摩シーサイド

32 9:28 西尾　公孝 佐賀 是木　亮二 周防灘 大藪　仁 グリーンヒル

33 9:36 福留　洋一 宮崎レイクサイド 佐藤　憲一 大分 上木原　章吾 鹿児島鹿屋

34 9:44 友枝　周作 くまもと中央 井手尾　環 熊本空港 宮崎　勇二 大博多

35 9:52 篠隈　隆志 北山 湯浅　幸一 大村湾 空閑　豊 福岡

36 10:00 岩本　聖司 大分竹中 伊佐　友邦 オーシャンキャッスル 今田　浩一 八代

37 10:08 成松　和幸 フェニックス 福原　暢久 鷹羽ロイヤル 益永　尚弥 佐世保

38 10:16 井上　光春 出水 衛藤　仁秀 ザ・クラシック 浦崎　直彦 かねひで喜瀬

39 10:24 吉村　和典 芥屋 河口　康広 司ロイヤル 伊藤　一美 志摩シーサイド

40 10:32 田中　孝弘 佐賀 中山　一馬 周防灘 長野　正弥 グリーンヒル

  （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。

主   　催 ： 九  州  ゴ  ル  フ  連  盟

    開 催 日 ： ２０２２年１１月２９日（火）

注意事項

競技委員長　　川畑 孝則

第５０回 九州インタークラブ競技大会決勝  組合せ表
１８ホール・ストロークプレー

コ  ー  ス ：  芥 屋 ゴ ル フ 俱 楽 部

　　インコース スタート                 


