
開催日   2020年11月17日（火）

アウトスタート 【Ｇシニアの部】 場   所   肥後サンバレーカントリークラブ

組 スタート 氏　　名 受付 氏　　名 受付 氏　　名 受付 氏　　名 受付

1 7:20 玉利　秀夫 （船） 西島　清文 （東） 田内　一 （九） 宮牟礼　猛 （南）
2 7:28 境　豊 （岱） 岡崎　武司 （ワ） 木下　幾英 （球） 上田　敏憲 （城）
3 7:36 川地　恒久 （船） 元田　修 （岱） 前田　文雄 （船） 上田　信廣 （あ）
4 7:44 中間　輝久 （阿） 織田　健一郎 （あ） 池端　誠 （九） 野田　英俊 （阿）
5 7:52 小佐井　進 （船） 藤田　千人志 （矢） 西本　正雄 （肥） 岩佐　信章 （肥）
6 8:00 川原　良一 （司） 山口　幸敏 （高） 菊田　廣文 （高） 木下　英文 （水）
7 8:08 前田　敏朗 （水） 渡邉　素夫 （菊） 塚本　啓司 （リ） 佐野　桂一 （肥）
8 8:16 北村　明敏 （船） 飯田　民雄 （肥） 甲斐　憲一 （九） 奥山　悦雄 （矢）
9 8:24 愛甲　吉行 （船） 長船　義征 （東） 本田　満 （や） 松永　一賢 （池）
10 8:32 福嶌　孝一 （九） 窪田　実穂 （高） 谷口　強 （九） 山﨑　幸徳 （草）
11 8:40 平山　博文 （肥） 友枝　哲男 （池） 岩下　水雄 （肥） 田島　恒男 （大）
12 8:48 坂口　正光 （司） 田辺　十郎 （宇） 皆吉　寿紀 （阿） 小山　勝正 （九）
13 8:56 大野　羊逸 （水） 新村　功 （リ） 一丸　文男 （リ） 吉川　恭一 （宇）
14 9:04 谷口　敏雄 （リ） 藤島　末則 （草） 志農　幸啓 （宇） 早田　豊 （菊）
15 9:12 高尾　正儀 （グ） 岩﨑　勇紀夫 （船） 本吉　誠 （吉） 江﨑　洋一 （司）
16 9:20 松尾　昇一 （宇） 坂口　正弘 （司） 渡辺　博 （南） 瀧下　幸治 （マ）

アウトスタート 【Ｓシニアの部】

17 9:28 大畑　豊信 （あ） 岡田　昇 （鹿） 富田　汎 （高）
18 9:36 青木　国広 （高） 山下　義光 （城） 甲斐　斉 （ワ） 内田　文男 （八）
19 9:44 内田　道行 （八） 吉村　功 （肥） 藤本　克之 （高） 潮崎　哲夫 （グ）
20 9:52 池田　国夫 （肥） 堀尾　愼彌 （矢） 黒川　希與値 （菊） 中村　紘一 （高）
21 10:00 西村　堅正 （高） 堂森　厚司 （肥） 長久　弘 （リ） 久木田　康俊 （八）
22 10:08 山本　源重 （宇） 佐野　静雄 （肥） 永田　傑一 （九） 佐々木　幸弘 （高）
23 10:16 久富　和行 （リ） 大見　美智人 （阿） 今村　喜八郎 （池） 岸田　年弘 （中）

インスタート 【Ｇシニアの部】

組 スタート 氏　　名 受付 氏　　名 受付 氏　　名 受付 氏　　名 受付

1 7:20 大瀬　知則 （司） 小馬田　猛 （八） 北島　剛房 （阿） 吉村　將喜 （鹿）
2 7:28 村上　和春 （宇） 猿渡　仁 （阿） 入江　学 （九） 坂田　英治 （南）
3 7:36 村田　紀顕 （南） 境　司 （中） 古閑　博良 （あ） 浦　信夫 （リ）
4 7:44 大塚　和郎 （池） 丸山　靖次 （池） 内村　宏紀 （グ） 坂口　榮一 （ヒ）
5 7:52 岩本　誠治 （中） 杉本　博明 （南） 下川　一人 （リ） 河村　寛 （東）
6 8:00 渡辺　剛士 （肥） 米田　幹夫 （宇） 桑田　嘉男 （あ） 井上　隆英 （肥）
7 8:08 井上　崇 （大） 渡邉　猛 （南） 大塚　良一 （池） 田尻　照幸 （阿）
8 8:16 田上　清 （矢） 小平　俊一 （熊） 乾　晃義 （高） 日隈　乙四郎 （ヒ）
9 8:24 切通　孝幸 （菊） 吉岡　完 （矢） 猪口　和秀 （ワ） 高嵜　哲哉 （玉）
10 8:32 小田　安信 （球） 村上　基文 （阿） 富田　正毅 （東） 本嶋　陽一 （中）
11 8:40 前田　豊 （リ） 富永　二三昭 （ワ） 杉本　富男 （司） 藤井　秀喜 （リ）
12 8:48 喜納　政重 （肥） 野田　賢治 （熊） 熊沢　敬冶 （リ） 稲田　謙一 （グ）
13 8:56 松岡　信治 （ヒ） 北村　安則 （南） 榎園　勝人 （Ｋ） 荒巻　要一 （南）
14 9:04 石渕　壽 （池） 塩﨑　敏行 （リ） 北野　弘泰 （船） 田中　勉 （南）
15 9:12 髙島　洋次 （宇） 平川　順一 （司） 別府　重則 （ク） 菊本　憲 （リ）
16 9:20 今田　久文 （司） 正川　啓治 （司） 松下　啓勇 （中） 宮本　周一 （Ｋ）

インスタート 【女性の部】

17 9:28 山田　聖子 （ワ） 市野　京美 （球） 松岡　陽子 （不）
18 9:36 徳丸　笑美 （中） 島田　会美子 （ワ） 藤井　真由美 （ワ）
19 9:44 白坂　順子 （南） 那須　めぐみ （城） 森山　文 （肥）
20 9:52 田中　直 （菊） 本田　月枝 （城） 野上　恵美 （グ） 西澤　瑠美 （船）
21 10:00 峯村　こころ （八） 松永　里子 （リ） 中田　恵可 （グ） 伊藤　美穂 （不）
22 10:08 福本　綾 （不） 本田　千鶴 （高） 中川　喜生菜 （あ） 星子　優香 （リ）

（2）病気､その他事由で欠席する場合は､事前に肥後ｻﾝﾊﾞﾚｰｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(096-293-7111)に必ず連絡する事。
　　無断欠場者は、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事があります。

2020年度 第28回熊本県民アマチュアゴルフ選手権
Ｇシニア・Ｓシニア・女性の部  決勝

（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。


