
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

18ホール・ストロークプレー 開 催 日 ： 平成26年6月12日(木）

アウト(Woods)コーススタート コ ー ス�： 

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

1 7:30 ※ 芹澤�慈眼 大分 ※ 花木�信之 北九州 草場�大地 セントラル福岡

2 7:39 ※ 矢野�圭介 西戸崎シーサイド 藤原�健人 ベルビーチ 横田�吉宏 ひらまつ病院

3 7:48 ※ 阿佐�和典 皐月 合田�幸男 ZEROゴルフ 森 �  一光 フリー

4 7:57 ※ 伊波�宏隆 沖縄国際 並河�利隆 福岡雷山 鈴木�優大 ザ・クラシック 新留�徹 玉名

5 8:06 ※ 玉城�元気 オリオン嵐山 三重野�里斗 大分 笹木�一紀 森整骨院グループ 佐藤�祐樹 熊本空港

6 8:15 ※ 大塚�覚 鹿児島国際 川上�幸輝 トラストパーク（株） 佐藤�和紀 志摩シーサイド 嘉数�光倫 エナジック

7 8:24 ※ 川口�亮 ブリヂストン 境�� 翔吾 ザ・クイーンズヒル 重永�亜斗夢 ホームテック 野上�貴夫 クイックウォッシュ

8 8:33 ※ 上門�貞夫 琉球 成松�亮介 ザ・クイーンズヒル 髙松�竜也 トータル・メディカルサービス 白潟�英純 九州八幡

9 8:42 ※ 坂本�隆一 中津 宮國�雄一朗 パームヒルズ 和田�章太郎 日本経済大学 手嶋�多一 ミズノ（株）

10 8:51 ※ 石﨑�真央 大村湾 伊差川�紘治 フリー 藤島�豊和 近畿トラック販売 小田�孔明 フリー

11 9:00 ※ 小浦�和也 宮崎国際空港 秋吉�翔太 ホームテック 小田�龍一 Misumi 宮里�優作 フリー

12 9:09 ※ 蛭川�隆 IGR京セラ 木原�勇也 セブンミリオン 香妻�陣一朗 宮崎レイクサイド 永野�竜太郎 フリー

13 9:18 ※ 増田�裕太郎 愛野 櫻井�省吾 宮崎レイクサイド 坂本�直孝 サンゴルフ 諸藤�将次 セガサミー・ホールディングス

14 9:27 ※ 玉城�海伍 カヌチャ 野元�貴弘 島津 福崎�宏隆 アールズエバーラスティング 井手口�正一 フリー

15 9:36 ※ 奥田�創志 大分 ※ 田中 雅之 若木 狩俣�安志 フリー 秋山�卓也 フリー

16 9:45 ※ 葛城�史馬 中津 甲斐�範昭 島津 吉永�福未 （株）プラスセブン 中村�栄太 フリー

17 9:54 ※ 宮川�勝大 ジェイズ鹿屋 日南住�太作 ザ・クラシック 大迫�卓司 フリー 糸山�健太郎 ナウヒア

18 10:03 ※ 安部�寛章 ザ・クラシック 當山�秀人 守礼 大城�康孝 フリー 田中�耕太郎 福岡

イン(Ocean)コーススタート                 
組 スタート 所��属 所��属 所��属 氏      名 氏��名 所��属  

19 7:30 ※ 池田�悠希 佐世保国際 ※ 徳光�正則 西日本 吉永�智一 フリー

20 7:39 ※ 有川�清光 パームヒルズ ※ 今村�勇貴 学生ゴルフ連盟 長谷�和宏 麻生飯塚

21 7:48 ※ 吉田�祐貴 若宮 山下�太治 浮羽 佐藤�浩司 福岡

22 7:57 ※ 永井�清人 美らオーチャード 中村�護 佐賀ロイヤル 園田�謙介 プレス不動産販売 木村�忠昭 （株）木村建設運輸

23 8:06 ※ 古川�雄大 大博多 又吉�拓之 ベルビーチ 秀島�寛臣 フリー 日置�豊一 フリー

24 8:15 ※ 松村�康博 湯の浦 伊波�邦准 森川ゴルフガーデン 中内�剛 北新青果（株） 木村�佳昭 （株）木村建設運輸

25 8:24 ※ 比嘉�洋貴 沖縄国際 ※ 出利葉�真一郎 大博多 池田�力 フリー 福永�安伸 UMKテレビ宮崎

26 8:33 ※ 宮川�勝己 ジェイズ鹿屋 國吉�博一 パームヒルズ 伊東�長明 松岡商店 深堀�昌之 フリー

27 8:42 ※ 新髙�英明 大村湾 坂元�太施 フリー 宮下�進一 ALSOK鹿児島 北村�晃一 ミッションバレー

28 8:51 ※ 千葉�蒼隼 若松 坂牧�優太 フリー 狩俣�昇平 フリー 出水田�大二郎 フリー

29 9:00 ※ 新垣�博章 ジ・アッタテラス 木村�幸広 MIP 小林�丈大 フリー 福永�光伸 UMKテレビ宮崎

30 9:09 ※ 上原�寿秀 琉球 小野�雅瑛 ドライビングレンジ四王寺坂 稗田�基樹 長崎水産運輸 堀�� 芳浩 スポーツほぐるる

31 9:18 ※ 宮平�直彦 カヌチャ 田中�栄二 ミッションバレー TAIMUR HUSSAIN フリー 藤島�征次 フリー

32 9:27 ※ 清水�大成 大博多 わたり�哲也 フリー 森�� 正尚 芥屋 仲村�譲二 （株）APESION

33 9:36 ※ 泊口�雅弘 守礼 宿利原�高洋 かごしま空港36 吉原�信次 ZERO GOLF 尾方�友彦 フリー

34 9:45 ※ 大城�郁也 ベルビーチ 山本�隆允 福岡雷山 中村�直典 ダイシン 山部�泰樹 セイコウゴルフガーデン

35 9:54 ※ 小林�忍 西戸崎シーサイド 綾部 宏一 大分竹中 高橋�誠一 フリー 金城�和弘 キミエコーポレーション（株）

36 10:03 ※ 國吉�真史 喜瀬 木下�康平 TKUテレビ熊本 山下�英治 ミッションバレー 波当根�弓彦 フリー

�（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。�

�（3）�スタートの呼出しは一切行わないので、自分のスタート時間10分前までにはスターティングホール付近で待機すること。

競技委員長���塚 根�卓 弥

�※�アマチュア

�（2）�病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟（092-434-5501）に、文書で通知すること。また、大会前日以降は
��� �喜瀬カントリークラブ（0980-53-7575）に必ず連絡すること。

注意事項

氏      名 氏      名 氏      名

氏      名

喜瀬カントリークラブ
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氏      名氏      名


