
平成３０年度　熊本県民アマチュアゴルフ選手権平成３０年度　熊本県民アマチュアゴルフ選手権平成３０年度　熊本県民アマチュアゴルフ選手権平成３０年度　熊本県民アマチュアゴルフ選手権

グランドシニア・一般女子グランドシニア・一般女子グランドシニア・一般女子グランドシニア・一般女子 第一戦第一戦第一戦第一戦 開催日開催日開催日開催日 平成３０年１０月１６日（火）平成３０年１０月１６日（火）平成３０年１０月１６日（火）平成３０年１０月１６日（火）
場　 所場　 所場　 所場　 所 チサンカントリークラブ御船チサンカントリークラブ御船チサンカントリークラブ御船チサンカントリークラブ御船

組組組組 スタートスタートスタートスタート 受付受付受付受付 受付受付受付受付 受付受付受付受付 受付受付受付受付

グランドシニア

1111 8:008:008:008:00 熊沢　敬冶熊沢　敬冶熊沢　敬冶熊沢　敬冶 リリリリ 西　國夫西　國夫西　國夫西　國夫 矢矢矢矢 真鍋　順一真鍋　順一真鍋　順一真鍋　順一 KKKK

2222 8:088:088:088:08 猿田　仁猿田　仁猿田　仁猿田　仁 阿阿阿阿 佐野 桂一佐野 桂一佐野 桂一佐野 桂一 肥肥肥肥 井上　良輔井上　良輔井上　良輔井上　良輔 九九九九 冨田　正毅冨田　正毅冨田　正毅冨田　正毅 空空空空

3333 8:168:168:168:16 新村　功新村　功新村　功新村　功 リリリリ 森　利之森　利之森　利之森　利之 南南南南 村上　智弘村上　智弘村上　智弘村上　智弘 菊菊菊菊 中尾　勝則中尾　勝則中尾　勝則中尾　勝則 不不不不

4444 8:248:248:248:24 田川　満治田川　満治田川　満治田川　満治 八八八八 中間　輝久中間　輝久中間　輝久中間　輝久 阿阿阿阿 長田　和明長田　和明長田　和明長田　和明 南南南南 馬場　勲馬場　勲馬場　勲馬場　勲 ググググ

5555 8:328:328:328:32 相馬　昌二郎相馬　昌二郎相馬　昌二郎相馬　昌二郎 城城城城 稲富　宇人稲富　宇人稲富　宇人稲富　宇人 吉吉吉吉 荒巻　要一荒巻　要一荒巻　要一荒巻　要一 南南南南 宮津　博行宮津　博行宮津　博行宮津　博行 高高高高

6666 8:408:408:408:40 吉岡　完吉岡　完吉岡　完吉岡　完 矢矢矢矢 田島　恒男田島　恒男田島　恒男田島　恒男 大大大大 堂森 厚司堂森 厚司堂森 厚司堂森 厚司 肥肥肥肥 高崎　道男高崎　道男高崎　道男高崎　道男 KKKK

7777 8:488:488:488:48 上村　正雄上村　正雄上村　正雄上村　正雄 城城城城 上田　昭治上田　昭治上田　昭治上田　昭治 ググググ 松本　拓洋松本　拓洋松本　拓洋松本　拓洋 矢矢矢矢 塩﨑　敏行塩﨑　敏行塩﨑　敏行塩﨑　敏行 リリリリ

8888 8:568:568:568:56 桑田　嘉男桑田　嘉男桑田　嘉男桑田　嘉男 ああああ 浜田　成徳浜田　成徳浜田　成徳浜田　成徳 司司司司 北村　昭北村　昭北村　昭北村　昭 船船船船 宮本周一宮本周一宮本周一宮本周一 大大大大

9999 9:049:049:049:04 北村　明敏北村　明敏北村　明敏北村　明敏 船船船船 鈴木　春行鈴木　春行鈴木　春行鈴木　春行 水水水水 平川　順一平川　順一平川　順一平川　順一 司司司司 長船　義征長船　義征長船　義征長船　義征 空空空空

10101010 9:129:129:129:12 古閑　博良古閑　博良古閑　博良古閑　博良 ああああ 園川　照園川　照園川　照園川　照 クククク 大塚　良一大塚　良一大塚　良一大塚　良一 池池池池 入江　学入江　学入江　学入江　学 九九九九

11111111 9:209:209:209:20 村上　一也村上　一也村上　一也村上　一也 ググググ 小田　安信小田　安信小田　安信小田　安信 球球球球 田中　康弘田中　康弘田中　康弘田中　康弘 九九九九 前田　文雄前田　文雄前田　文雄前田　文雄 船船船船

12121212 9:289:289:289:28 藤田　千人志藤田　千人志藤田　千人志藤田　千人志 矢矢矢矢 恵　勁恵　勁恵　勁恵　勁 阿阿阿阿 廣瀬　佳功廣瀬　佳功廣瀬　佳功廣瀬　佳功 菊菊菊菊 北島　剛房北島　剛房北島　剛房北島　剛房 船船船船

13131313 9:369:369:369:36 坂口　正弘坂口　正弘坂口　正弘坂口　正弘 司司司司 高浜 詔治高浜 詔治高浜 詔治高浜 詔治 肥肥肥肥 猿渡　豊機猿渡　豊機猿渡　豊機猿渡　豊機 九九九九 坂本　勝英坂本　勝英坂本　勝英坂本　勝英 船船船船

14141414 9:449:449:449:44 岩下 水雄岩下 水雄岩下 水雄岩下 水雄 肥肥肥肥 石塚　重利石塚　重利石塚　重利石塚　重利 九九九九 長久　弘長久　弘長久　弘長久　弘 岱岱岱岱 上田　信廣上田　信廣上田　信廣上田　信廣 南南南南

15151515 9:529:529:529:52 松中　敏治松中　敏治松中　敏治松中　敏治 ワワワワ 緒方　和秋緒方　和秋緒方　和秋緒方　和秋 中中中中 北野　弘泰北野　弘泰北野　弘泰北野　弘泰 船船船船 今田　純雄今田　純雄今田　純雄今田　純雄 高高高高

16161616 10:0010:0010:0010:00 塚本　啓司塚本　啓司塚本　啓司塚本　啓司 岱岱岱岱 吉川　健二吉川　健二吉川　健二吉川　健二 矢矢矢矢 白石　達也白石　達也白石　達也白石　達也 中中中中 高森　憲博高森　憲博高森　憲博高森　憲博 高高高高

17171717 10:0810:0810:0810:08 富永　二三昭富永　二三昭富永　二三昭富永　二三昭 ワワワワ 中野　敬輔中野　敬輔中野　敬輔中野　敬輔 草草草草 米山　兼弘米山　兼弘米山　兼弘米山　兼弘 玉玉玉玉 永田 浩永田 浩永田 浩永田 浩 肥肥肥肥

18181818 10:1610:1610:1610:16 内村　宏紀内村　宏紀内村　宏紀内村　宏紀 ググググ 乾　　晃義乾　　晃義乾　　晃義乾　　晃義 高高高高 岡嶋 和広岡嶋 和広岡嶋 和広岡嶋 和広 肥肥肥肥 渡邉　猛渡邉　猛渡邉　猛渡邉　猛 矢矢矢矢

19191919 10:2410:2410:2410:24 村田　紀顕村田　紀顕村田　紀顕村田　紀顕 南南南南 田中　正光田中　正光田中　正光田中　正光 阿阿阿阿 稲田 謙一稲田 謙一稲田 謙一稲田 謙一 肥肥肥肥 愛甲　吉行愛甲　吉行愛甲　吉行愛甲　吉行 矢矢矢矢

20202020 10:3210:3210:3210:32 本田　満本田　満本田　満本田　満 やややや 奥山　悦雄奥山　悦雄奥山　悦雄奥山　悦雄 矢矢矢矢 早野　邦雄早野　邦雄早野　邦雄早野　邦雄 城城城城 甲斐　斉甲斐　斉甲斐　斉甲斐　斉 ワワワワ

21212121 10:4010:4010:4010:40 福嶌　孝一福嶌　孝一福嶌　孝一福嶌　孝一 九九九九 川原　良一川原　良一川原　良一川原　良一 司司司司 甲斐　征夫甲斐　征夫甲斐　征夫甲斐　征夫 南南南南 田中　勉田中　勉田中　勉田中　勉 矢矢矢矢

22222222 10:4810:4810:4810:48 瀧下　幸治瀧下　幸治瀧下　幸治瀧下　幸治 ママママ 堀尾　愼彌堀尾　愼彌堀尾　愼彌堀尾　愼彌 矢矢矢矢 寺本　耕輔寺本　耕輔寺本　耕輔寺本　耕輔 司司司司 猪口　和秀猪口　和秀猪口　和秀猪口　和秀 八八八八

23232323 10:5610:5610:5610:56 川崎　信廣川崎　信廣川崎　信廣川崎　信廣 吉吉吉吉 氷室　隆二氷室　隆二氷室　隆二氷室　隆二 ググググ 飯星　元博飯星　元博飯星　元博飯星　元博 阿阿阿阿 内田　文男内田　文男内田　文男内田　文男 八八八八

組組組組 スタートスタートスタートスタート 受付受付受付受付 受付受付受付受付 受付受付受付受付 受付受付受付受付

グランドシニア

1111 8:008:008:008:00 小佐井　進小佐井　進小佐井　進小佐井　進 船船船船 大塚　和郎大塚　和郎大塚　和郎大塚　和郎 池池池池 浦口　　勲浦口　　勲浦口　　勲浦口　　勲 不不不不

2222 8:088:088:088:08 下川　一人下川　一人下川　一人下川　一人 リリリリ 中尾　政輝中尾　政輝中尾　政輝中尾　政輝 水水水水 切通　孝幸切通　孝幸切通　孝幸切通　孝幸 菊菊菊菊 田内　一田内　一田内　一田内　一 九九九九

3333 8:168:168:168:16 井上 隆英井上 隆英井上 隆英井上 隆英 肥肥肥肥 早田　豊早田　豊早田　豊早田　豊 菊菊菊菊 菊本　憲菊本　憲菊本　憲菊本　憲 リリリリ 永井　省三永井　省三永井　省三永井　省三 船船船船

4444 8:248:248:248:24 元田　修元田　修元田　修元田　修 司司司司 糸永 憲義糸永 憲義糸永 憲義糸永 憲義 肥肥肥肥 元田　紘介元田　紘介元田　紘介元田　紘介 不不不不 永田　傑一永田　傑一永田　傑一永田　傑一 九九九九

5555 8:328:328:328:32 室屋　直嗣室屋　直嗣室屋　直嗣室屋　直嗣 ワワワワ 山本 源重山本 源重山本 源重山本 源重 宇宇宇宇 原　登志和原　登志和原　登志和原　登志和 菊菊菊菊 藤村　義信藤村　義信藤村　義信藤村　義信 不不不不

6666 8:408:408:408:40 岩崎　勇紀夫岩崎　勇紀夫岩崎　勇紀夫岩崎　勇紀夫 船船船船 池端　誠池端　誠池端　誠池端　誠 九九九九 田上　清田上　清田上　清田上　清 矢矢矢矢 橋本　正俊橋本　正俊橋本　正俊橋本　正俊 リリリリ

7777 8:488:488:488:48 飯田 民雄飯田 民雄飯田 民雄飯田 民雄 肥肥肥肥 久冨　和行久冨　和行久冨　和行久冨　和行 リリリリ 松嶋　勝美松嶋　勝美松嶋　勝美松嶋　勝美 八八八八 森田幸雄森田幸雄森田幸雄森田幸雄 大大大大

8888 8:568:568:568:56 久保 佳機久保 佳機久保 佳機久保 佳機 肥肥肥肥 正川　啓治正川　啓治正川　啓治正川　啓治 司司司司 玉利　秀夫玉利　秀夫玉利　秀夫玉利　秀夫 八八八八 嶋村　光雄嶋村　光雄嶋村　光雄嶋村　光雄 池池池池

9999 9:049:049:049:04 野田　英俊野田　英俊野田　英俊野田　英俊 阿阿阿阿 松岡　勝巳松岡　勝巳松岡　勝巳松岡　勝巳 船船船船 田中 康雄田中 康雄田中 康雄田中 康雄 肥肥肥肥 本嶋　陽一本嶋　陽一本嶋　陽一本嶋　陽一 中中中中

10101010 9:129:129:129:12 坂口　正光坂口　正光坂口　正光坂口　正光 司司司司 吉田　富雄吉田　富雄吉田　富雄吉田　富雄 クククク 奥村  信敏奥村  信敏奥村  信敏奥村  信敏 岱岱岱岱 丸山　靖次丸山　靖次丸山　靖次丸山　靖次 ヒヒヒヒ

11111111 9:209:209:209:20 押方　勝国押方　勝国押方　勝国押方　勝国 矢矢矢矢 西嶋　進西嶋　進西嶋　進西嶋　進 玉玉玉玉 内田　道行内田　道行内田　道行内田　道行 八八八八 皆吉　寿紀皆吉　寿紀皆吉　寿紀皆吉　寿紀 船船船船

12121212 9:289:289:289:28 境　司境　司境　司境　司 中中中中 池田 国夫池田 国夫池田 国夫池田 国夫 肥肥肥肥 栗原 明雄栗原 明雄栗原 明雄栗原 明雄 宇宇宇宇 坂口　榮一坂口　榮一坂口　榮一坂口　榮一 船船船船

13131313 9:369:369:369:36 田辺 十郎田辺 十郎田辺 十郎田辺 十郎 宇宇宇宇 仁田原　忠男仁田原　忠男仁田原　忠男仁田原　忠男 八八八八 黒川　希與値黒川　希與値黒川　希與値黒川　希與値 菊菊菊菊 坂熊　敏行坂熊　敏行坂熊　敏行坂熊　敏行 船船船船

14141414 9:449:449:449:44 岡崎　武司岡崎　武司岡崎　武司岡崎　武司 ワワワワ 杉本　博明杉本　博明杉本　博明杉本　博明 南南南南 丸小野　泰之丸小野　泰之丸小野　泰之丸小野　泰之 球球球球 上田　忠幸上田　忠幸上田　忠幸上田　忠幸 高高高高

15151515 9:529:529:529:52 緒方　孝則緒方　孝則緒方　孝則緒方　孝則 ググググ 鋤野　忍鋤野　忍鋤野　忍鋤野　忍 阿阿阿阿 臼田　完次臼田　完次臼田　完次臼田　完次 司司司司 甲斐　憲一甲斐　憲一甲斐　憲一甲斐　憲一 高高高高

16161616 10:0010:0010:0010:00 藤島　末則藤島　末則藤島　末則藤島　末則 草草草草 林　幸男林　幸男林　幸男林　幸男 岱岱岱岱 倉吉　康義倉吉　康義倉吉　康義倉吉　康義 九九九九 西島　武継西島　武継西島　武継西島　武継 高高高高

一般女子一般女子一般女子一般女子
17171717 10:0810:0810:0810:08 伊藤　美穂　伊藤　美穂　伊藤　美穂　伊藤　美穂　 不不不不 今村　久美子今村　久美子今村　久美子今村　久美子 リリリリ 菊池　花音菊池　花音菊池　花音菊池　花音 空空空空

18181818 10:1610:1610:1610:16 中田　恵可中田　恵可中田　恵可中田　恵可 ググググ 高山　みどり高山　みどり高山　みどり高山　みどり リリリリ 宮崎　浩美宮崎　浩美宮崎　浩美宮崎　浩美 空空空空

19191919 10:2410:2410:2410:24 東大森　れい子東大森　れい子東大森　れい子東大森　れい子 空空空空 栗田　理那栗田　理那栗田　理那栗田　理那 城城城城 富田　絵里加富田　絵里加富田　絵里加富田　絵里加 司司司司

20202020 10:3210:3210:3210:32 寺嶋　誠子寺嶋　誠子寺嶋　誠子寺嶋　誠子 阿阿阿阿 白坂　順子白坂　順子白坂　順子白坂　順子 南南南南 遠藤　理恵遠藤　理恵遠藤　理恵遠藤　理恵 空空空空 石原　裕美石原　裕美石原　裕美石原　裕美 司司司司

21212121 10:4010:4010:4010:40 市野　京美市野　京美市野　京美市野　京美 球球球球 松永　里子松永　里子松永　里子松永　里子 リリリリ 村上　美砂村上　美砂村上　美砂村上　美砂 高高高高 戸屋　まどか戸屋　まどか戸屋　まどか戸屋　まどか 司司司司

22222222 10:4810:4810:4810:48 本田　月枝本田　月枝本田　月枝本田　月枝 城城城城 田中　直田中　直田中　直田中　直 菊菊菊菊 本田　智恵美本田　智恵美本田　智恵美本田　智恵美 大大大大 松岡　陽子松岡　陽子松岡　陽子松岡　陽子 高高高高

23232323 10:5610:5610:5610:56 本田　千鶴本田　千鶴本田　千鶴本田　千鶴 高高高高 田倉　美月子田倉　美月子田倉　美月子田倉　美月子 肥肥肥肥 松岡　秀子松岡　秀子松岡　秀子松岡　秀子 九九九九 星子　優香星子　優香星子　優香星子　優香 リリリリ
（１）欠場者があった場合は、組合せの一部が変更になる場合があります。（１）欠場者があった場合は、組合せの一部が変更になる場合があります。（１）欠場者があった場合は、組合せの一部が変更になる場合があります。（１）欠場者があった場合は、組合せの一部が変更になる場合があります。

（２）病気、その他事由で欠席する場合は、事前にチサンカントリークラブ御船（096-282-3411）に必ず連絡する事。（２）病気、その他事由で欠席する場合は、事前にチサンカントリークラブ御船（096-282-3411）に必ず連絡する事。（２）病気、その他事由で欠席する場合は、事前にチサンカントリークラブ御船（096-282-3411）に必ず連絡する事。（２）病気、その他事由で欠席する場合は、事前にチサンカントリークラブ御船（096-282-3411）に必ず連絡する事。

　　  無断欠席者は、来年度末までの熊本県ゴルフ協会主催競技に参加する資格を失うことがあります。　　  無断欠席者は、来年度末までの熊本県ゴルフ協会主催競技に参加する資格を失うことがあります。　　  無断欠席者は、来年度末までの熊本県ゴルフ協会主催競技に参加する資格を失うことがあります。　　  無断欠席者は、来年度末までの熊本県ゴルフ協会主催競技に参加する資格を失うことがあります。
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