
　主    催  ： 九 州 ゴ ル フ 連 盟 

アウトコース
組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

1 8:00 宿谷　秀寿 古賀 河室　健士 阿蘇やまなみ 田代　博昭 くまもと中央

2 8:08 鋤野　忍 あつまる阿蘇赤水 寺本　耕輔 司ロイヤル 竹田　奉正 古賀

3 8:16 村上　輝久 久山 田中　康弘 中九州 久木田　康俊 熊本クラウン

4 8:24 藤本　隆 天山 山本　源重 チェリー宇土 門谷　敏雄 大博多

5 8:32 福田　守 あつまるレーク 神野　勲 大博多 北島　啓男 天山

6 8:40 石井　貞雄 夜須高原 富村　吉十郎 島津 工木　武雄 高遊原

7 8:48 丹山　慶二郎 都城母智丘 國本　欽一 夜須高原 佐々木　幸弘 高遊原

8 8:56 牧山　忠生 夜須高原 黒川　希與値 菊池高原 山内　喜吉 若松

9 9:04 永野　秀男 ローレル日田 河﨑　是人 菊池高原 高嶋　勲 小倉

10 9:12 安藤　喜三郎 大分中央 野上　芳信 北九州 堂森　厚司 肥後サンバレー

11 9:20 田中　新一 大分 池田　国夫 肥後サンバレー 峠田　八徳 北九州

12 9:28 石橋　国彦 福岡国際 飯田　民雄 肥後サンバレー 神田　昭夫 チサン森山

13 9:36 片島　紀代子 鹿北 高山　みどり 福岡サンレイク 森田　潤子 くまもと阿蘇

14 9:44 岩切　マリ子 宮崎ゴルフ 土器　悌子 佐賀 日比野　義子 くまもと中央

15 9:52 原　文子 佐賀 内田　芙美子 くまもと中央

16 10:00 福井　和子 ブリヂストン 北村　睦子 くまもと中央

インコース       
組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

17 8:00 皆吉　寿紀 くまもと城南 稲冨　宇人 チェリー人吉 柴藤　定夫 夜須高原

18 8:08 木村　一郎 夜須高原 福島　和敏 ワールド 塚本　啓司 グリーンランドリゾート

19 8:16 野口　昌邦 若木 倉橋　權二 くまもと城南 小川　紘昭 有明

20 8:24 甲斐　斉 グリーンランドリゾート 江口　尚久 若木 因　正登 筑紫野

21 8:32 安達　房夫 久留米 馬渕　博臣 フェニックス 長久　弘 グリーンランドリゾート

22 8:40 冨岡　保彦 鷹羽ロイヤル 本田　久直 志摩シーサイド 内田　文男 不知火

23 8:48 山園　重信 八代 西坂　憲明 皐月 桜井　靖久 麻生飯塚

24 8:56 相馬　昌二郎 くまもと城南 本永　次男 鷹羽ロイヤル 安永　文美 福岡センチュリー

25 9:04 瀧下　幸治 ザ・マスターズ天草 高藤　伸之 大分東急 小西　啓介 ザ・クイーンズヒル

26 9:12 米安　工輔 鷹羽ロイヤル 三重野　信夫 大分 山下　義光 くまもと城南

27 9:20 久富　和行 グリーンランドリゾート 神原　武男 周防灘 吉永　慎二 長崎パーク

28 9:28 尾藤　牧衛 島原 佐野　利弘 かほ 東矢　武德 くまもと城南

29 9:36 寺嶋　誠子 あつまる阿蘇赤水 田原　末子 北九州 犬童　アヤ子 くまもと城南

30 9:44 今林　久美子 西戸崎シーサイド 武田　富美子 高遊原 冨永　シゲ子 くまもと城南

31 9:52 戸川　龍子 阿蘇大津 本田　幸子 グランドチャンピオン 清田　善子 久留米

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。　

（２）　欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）及びくまもと城南カントリークラブ（０９６４-２８-６５１１）に

所属クラブを通じ文書で通知すること。また、開催日前日以降はくまもと城南カントリークラブに必ず連絡すること。

（３）  使用ティマークは、男子の部 ： 青マーク 、　女子の部： 赤マークとする。

第８回  九州スーパーシニアカップ 
１８ホール・ストロークプレー　

　開 催 日 ： ２０２２年１１月１０日（木）

　コ ー ス　： くまもと城南カントリークラブ

委員長　　　太  田　 誠  一　


