
平成30年3月14日（水） 九州ゴルフ練習場連盟福岡支部
ザ・クラシックゴルフ倶楽部

組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:42 小川　敏 カスタネット 箱田　哲 大岳 水永　忠 立花

2 8:49 内山　広吉 ジャンボ 有中　雅章 大岳 米村　龍也 カスタネット

3 8:56 篠原　淳 ジャンボ 木村　文彦 大岳 前田　和幸 カスタネット 岩井田　佳代 カスタナット

4 9:03 飯干　義和 ジャンボ 立石　勇 タイセイ 宮﨑　廣門 セイコウ 岩下　千穂子 カスタネット

5 9:10 小宇佐　輝久 ジャンボ 石本　秀樹 カスタネット 青山　和誉 セイコウ 茅野　政喜 ジャンボ

6 9:17 田中　充明 ジャンボ 大坪　衆介 カスタネット 矢津田　仙里 セイコウ 田中　美紀 セイコウ

7 9:24 中村　正典 ジャンボ 江藤　栄忠 セイコウ 安永　修吉 ジャンボ 小坂　鉄治 グランド

8 9:31 結城　茂 ジャンボ 松永　好一郎 グランド 室井　允 グランド 阿部　育子 タイセイ

9 9:38 久保　倫幸 ジャンボ 金井　裕和 グランド 田中　秋則 ジャンボ 小嶋　俊也 グランド

10 9:45 山部　拓斗 セイコウ 浜口　博明 グランド 埼村　和喜 グランド 力丸　俊二 カスタネット

11 9:52 河口　誠 グランド 奥迫　賢司 グランド 趙　鏞三 グランド 福永　保 セイコウ

12 9:59 野口　賢児 グランド 鬼塚　貴裕 グランド 泊岩　司 タイセイ 南里　憲雄 グランド

13 10:06 石川　顕潤 グランド 白濱　繁美 グランド 宮城　マルコ グランド 金子　英二 立花

14 10:13 田代　寿博 グランド 阿多　幸也 セイコウ 南部　憲司 セイコウ 俵　亘 立花

15 10:20 馬場　隆光 カスタネット 矢津田　光郎 立花 後藤　和仁 ジャンボ 坂本　達也 ジャンボ

＊:組合せは都合により変更となる場合がある

＊:競技の進行上、スタートの30分前までに受付を終えてください

第39回福岡ゴルフ練習場連盟スクラッチ競技大会（東地区予選）

　Ａクラス(プリンス～キング）



平成30年3月14日（水） 九州ゴルフ練習場連盟福岡支部
ザ・クラシックゴルフ倶楽部

組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:42 荒木　秀夫 カスタネット 長尾　竜治 ジャンボ 荒谷　正勝 ジャンボ

2 8:49 中村　裕二 ジャンボ 島田　孝二郎 立花 道添　晴美 カスタネット

3 8:56 二本松　明 カスタネット 居田　稔 ジャンボ 津元　延幸 セイコウ 鈴木　まり子 ジャンボ

4 9:03 小野　誠 ジャンボ 片岡　誠治 立花 本岡　幸男 セイコウ 松本　美佐江 ジャンボ

5 9:10 三宅　政吉 ジャンボ 堤　利栄 立花 八尋　匡秀 セイコウ 山村　京介 グランド

6 9:17 中村　義孝 ジャンボ 冨田　稔 ジャンボ 萩原　良司 セイコウ 花山　悦子 グランド

7 9:24 林田　由紀 ジャンボ 荒武　潤 セイコウ 松岡　誠二 グランド 浦田　尚江 タイセイ

8 9:31 白垣　靖彦 タイセイ 森田　浩己 カスタネット 柴田　誠 立花 中山　新一 立花

9 9:38 古谷　仁 立花 安藤　博昭 グランド 宮田　久生 グランド 田中　誠次 立花

10 9:45 矢野　祐二 セイコウ 重留　寿男 ジャンボ 宮本　和明 立花 穴井　謙二 立花

組 時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:42 伴　直幸 ジャンボ 青木　繁年 ジャンボ 横内　孝子 カスタネット

2 8:49 松尾　美利 ジャンボ 福川　慎吾 タイセイ 本村　千夏 ジャンボ

3 8:56 荒木　正彦 ジャンボ 荻　義房 カスタネット 今林　久美子 立花

4 9:03 福岡　裕倫 セイコウ 島﨑　憲五 セイコウ 真木　孝夫 カスタネット 仁禮　久恵 タイセイ

5 9:10 児玉　卓 セイコウ 岡本　日出男 セイコウ 高木　優輔 大岳 荒巻　豊実 ジャンボ

6 9:17 瀧石　涼太郎 セイコウ 八尋　修国 セイコウ 柿田　哲男 セイコウ 小林　麻実 立花

7 9:24 太田　英二 セイコウ 貞永　容士仁 セイコウ 松田　泰光 立花 田原　淑美 カスタネット

8 9:31 松岡　憲一 グランド 山口　俊二 ジャンボ 安部　洋一郎 カスタネット 松原　瑞穂 カスタネット

1 9:45 二宮　哲平 ジャンボ 森　秀治 ジャンボ 橋本　明子 カスタネット

2 9:52 八木　典之 カスタネット 西田　賢次 グランド 中村　栄美子 セイコウ 井口　拓子 カスタネット

3 9:59 江野　良史 セイコウ 川崎　照美 カスタネット 馬郡　順子 カスタネット 篠崎　直樹 セイコウ

＊組合せは都合により変更となる場合がある

＊:競技の進行上、スタートの30分前までに受付を終えてください

第39回福岡ゴルフ練習場連盟スクラッチ競技大会（東地区予選）

　Ｂクラス（キング～クィーン）

　Ｃクラス（クィーン～プリンス）

　Ｄクラス（クィーン～プリンス）


