
ミッドシニア・グランドシニア・レディ-スの部　決勝
(九州ゴルフ倶楽部小岱山コース・4月9日)

ア ウ ト
ミッドシニア 組 スタート 氏　名 受　付 氏　名 受　付 氏　名 受　付 氏　名 受　付

1 8:00 川原良一 （司） 横尾健二 （ヒ） 田上和親 （中）
2 :10 古賀國男 （あ） 木場恰 （グ） 吉田富雄 （ク）
3 :20 吉岡完 （矢） 府内隆稔 （大） 乾晃義 （高） 松本英隆 （あ）
4 :30 高森憲博 （高） 木下芳久 （熊） 鋤崎清志 （矢） 島田拡文 （熊）
5 :40 後藤文昭 （東） 氷室隆二 （グ） 岩下水雄 （肥） 工藤和夫 （肥）
6 :50 森秀一 （熊） 若杉嘉昭 （ヒ） 毛利為藏 （矢） 園川照 （ク）
7 9:00 渡邊素夫 （イ） 清田国臣 （央） 村上豊 （水） 臼田完次 （司）
8 :10 宮津博行 （高） 小田安信 （球） 村上智弘 （菊） 岡嶋和広 （肥）
9 :20 冨田芳美 （池） 森眞 （日） 米山兼弘 （玉） 甲斐征夫 （南）
10 :30 西島清文 （東） 草村正己 （水） 中尾政輝 （水） 伊藤徳生 （肥）
11 :40 倉吉康義 （九） 吉野光正 （東） 坂口正光 （鹿） 上妻正義 （あ）
12 :50 愛甲吉行 （宇） 板垣国春 （グ） 牧忠徳 （八） 中野敬輔 （グ）
13 10:00 三浦武博 （鹿） 河村寛 （東） 田上清 （矢） 規工川隆行 （玉）
14 :10 早田豊 （菊） 長船義征 （東） 中木戸至 （ヒ） 金山和男 （ワ）
15 :20 小佐井進 （船） 上村一也 （グ） 今村秀昭 （肥） 杉本博明 （南）
16 :30 髙濱詔治 （肥） 佐野桂一 （肥） 上田昭治 （グ） 河津野利夫 （グ）
17 :40 福嶌孝一 （鹿） 緒方孝則 （グ） 杉森満秋 （不） 林田政則 （司）
18 :50 白石達也 （中） 古閑博良 （あ） 坂口正弘 （司） 萩尾二孔 （玉）
19 11:00 皆吉寿紀 （東） 田辺十郎 （宇） 岩崎勇紀夫 （船） 川崎信廣 （吉）

レディ-ス 20 11:10 本田幸子 （グ） 東大森れい子（空） 本田月枝 （ヒ） 村上由美子 （南）
21 :20 齊藤涼香 （宇） 田倉美月子 （肥） 栗原未貴 （中） 本田千鶴 （高）

イ ン
グランドシニア 組 スタート 氏　名 受　付 氏　名 受　付 氏　名 受　付 氏　名 受　付

1 8:00 松島実男 （八） 栗木幹夫 （肥） 中島武人 （九）
2 :10 田川満治 （八） 関嘉和 （阿） 岸田年弘 （中）
3 :20 山下實雄 （司） 齋藤成將 （玉） 野村勝次 （不） 田中純一 （東）
4 :30 西嶌一臣 （九） 東家正治 (城) 宮崎光夫 （吉） 永田傑一 （九）
5 :40 井川敏春 （阿） 星登鯉 （中） 黒﨑忠昭 （空） 橋本智徳 （矢）
6 :50 青木国広 （高） 徳永英俊 （草） 福地正幸 （南） 近藤敬信 （高）
7 9:00 松井豊 （宇） 冨田達哉 （中） 西坂宗一郎 （宇） 礒道富雄 （矢）
8 :10 内田明 （中） 野田勝士 （司） 丸小野泰之 （球） 竹藤光一郎 （高）
9 :20 杉本義巳 （東） 田中康雄 （肥） 古閑義一 （グ） 甲斐斉 （ワ）
10 :30 藤田英輔 （鹿） 宮崎昇 （阿） 藤本克之 （高） 北野弘泰 （船）
11 :40 田中正光 （阿） 日隈之勝 （中） 下川泰生 （九） 岸栄一 （高）
12 :50 池崎末光 （吉） 永津知加志 （高） 島野勝昭 （グ） 樋口和典 （鹿）
13 10:00 石塚重利 （九） 大坂憲二 （水） 黒川希興値 （菊） 鋤野忍 （阿）
14 :10 池田国夫 （肥） 荒木順一 （鹿） 西村堅正 （阿） 松本拓洋 （矢）
15 :20 林浩正 （矢） 加賀山紀男 （東） 釜浦満洲雄 （マ） 村上明 （矢）
16 :30 浜田成徳 （司） 橘慶隆 （宇） 西嶋進 （玉） 北村昭 （船）
17 :40 清田京治 （宇） 瀧下幸治 （マ） 池田五夫 （宇） 藤田千人志 （矢）
18 :50 田中康弘 （九） 串間秀敏 （船） 塚本啓司 （岱） 山本源重 （不）
19 11:00 大畑豊信 （あ） 下田紀二 （ワ） 堂森厚司 （肥） 飯田民雄 （肥）

（注）組み合わせ及びスタート時刻は、欠場者のあった場合、一部変更する事があります。


