
組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

A01 8:00 田中 秋則 ジャンボ 西村 稔 グランド 進藤 裕明 ウェスト 阿部 淳一 野方

A02 8:07 河口 誠 グランド 糸山 和臣 グランド 長谷川 政二 セイコウ 中田 晧之 桜美

A03 8:14 安永 龍浩 タイセイ 佐藤 重雄 有田 工藤 謙太郎 野方 濱地 博史 桜美

A04 8:21 小寺 勝 ジャンボ 吉田 信一郎 野方 大野 国己 野方 宮本 英樹 桜美

A05 8:28 立石 勇 タイセイ 谷口 拓也 小戸 武富 徹朗 野方 田島 雅二 桜美

A06 8:35 馬場 隆光 カスタネット 大山 征一郎 ウェスト 上野 宏 野方 福田 健一 インター

A07 8:42 小宇佐 輝久 ジャンボ 荒木 秀彦 オレンジ 柴田 洋 有田 大石 勤 桜美

A08 8:49 合原 豊 カスタネット 竹花 宏明 小戸 山本 光年 ウェスト 石橋 政彦 桜美

A09 8:56 松岡 國男 ジャンボ 三島 繁文 ウェスト 藤野 賢治 野方 前田 貞明 ハミング

A10 9:03 野田 尚登 ジャンボ 谷脇 億明 有田 寺島 弘治 ウェスト 大川 重信 インター

A11 9:10 井上 邦浩 タイセイ 上木 政章 野方 白木 充 野方 前田 和幸 桜美

A12 9:17 金子 英二 立花 南 和彦 野方 友納 貴美男 有田 渡辺 笛子 インター

　調整タイム

A13 9:31 相本 慶二郎 西新 尾石 輝明 西新 野坂 文男 ウェスト 江平 元信 インター

A14 9:38 山本 大輔 グランド 安河内 努 ウェスト 福田 正夫 ウェスト 奥迫 賢司 インター

A15 9:45 小川 敏 カスタネット 須田 征司 野方 松本 誠治 ウェスト 大野 誠司 桜美

A16 9:52 工藤 英由紀 グランド 小野山 浩太郎 小戸 鶴留 昭人 小戸 平野 徹雄 桜美

A17 9:59 田中 良彦 ジャンボ 日高 浩徳 オレンジ 西園 光則 桜美 井出 浩利 ソレイユ

A18 10:06 山中 均 カスタネット 小西 良太 ウェスト 松尾 栄作 桜美 佐藤 昭浩 Ｍ＆Ａ

A19 10:13 森 信生 大岳 吉浦 聡一 有田 宮崎 勇二 桜美 矢次 行登 富士

A20 10:20 大矢 誠 西新 近藤 澄貴 有田 武末 亘 インター 安藤 亮二 大善寺

A21 10:27 小坂 鉄治 ジャンボ 梅本 武史 野方 井出 幸治 インター 山内 孝徳 大善寺

A22 10:34 梅津 英明 カスタネット 五十森 達哉 西新 村上 義春 インター 江口 信二 桜美

九州ゴルフ練習場連盟 福岡支部主催

第38回福岡ゴルフ練習場連盟スクラッチ競技大会決勝組合せ表

日時：平成29年4月19日（水） 場所：小郡カンツリー倶楽部 TEL：0942-75-4181

東～南（Aクラス）

注意事項
＊本競技の特別規則に追加・変更がある場合は、当日掲示します。

＊当日、都合により組合せの変更をすることがあります。

＊プレーの進行を早めるため、各自必ず次打クラブ、予備球を携行してください。

＊先行組との間隔を15分以上空けた場合、イエローカードを発行する。

その後改善がない場合は、その組全員にペナルティを科す。

＊スタート30分前には必ず受付を済ませてください。

＊スタートのコールは致しません。スタート10分前にはスタート場所に待機してください.

＊必ず着帽してください。

＊ゴルフシューズは、スパイクレス（鋲付でないもの）を履いてください。

＊携帯電話及び距離測定器（ナビ）のコース内での使用は禁止する。使用した場合は2打罰。

＊提出カード（スコアカード）の識別標示は、A－黒、B－青、C－緑、D－赤。



組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

B01 8:00 石川 知久 大岳 竹内 祐二 ジャンボ 藤田 象二 小戸 鈴木 まり子 ジャンボ

B02 8:07 堤 利栄 立花 来嶋 恵一 立花 浜地 頼光 オレンジ 浦田 尚江 タイセイ

B03 8:14 浜口 博明 グランド 柴田 誠 立花 小田 秀親 小戸 松本 美佐江 ジャンボ

B04 8:21 冨田 稔 ジャンボ 西中 啓司 有田 野茂 友孝 有田 二宮 善信 桜美

B05 8:28 大嶋 文昭 カスタネット 福留 隆秋 ウェスト 常村 昌三 西新 東島 隆昌 インター

B06 8:35 重留 寿男 ジャンボ 兼原 保行 小戸 西島 剛 有田 松尾 八州男 桜美

B07 8:42 荒谷 正勝 ジャンボ 熊谷 俊明 オレンジ 徳永 裕幸 有田 林 和彦 桜美

B08 8:49 萩原 良司 セイコウ 山口 剛 ウェスト 平野 浩二 ウェスト 中庭 輝騎 桜美

　調整タイム

B09 9:03 俵 亘 立花 玉木 慶貴 有田 斉藤 幸政 野方 高市 千絵 インター

B10 9:10 小嶋 俊也 グランド 水﨑 皇太朗 オランジ 手嶋 豊 ウェスト 澤田 明滋 桜美

B11 9:17 轟 恵介 カスタネット 高山 正敏 有田 角 研一郎 西新 青木 芳秀 ハミング

B12 9:24 荒武 潤 セイコウ 眞武 辰昭 小戸 横尾 透澄 インター 武内 定義 インター

B13 9:31 有吉 美南雄 宗像 吉田 健太郎 野方 福岡 和彦 ハミング 小山 一之 桜美

B14 9:38 荒木 秀夫 カスタネット 藤本 不二生 ウェスト 濱中 泰大 ハミング 稲熊 栄二 インター

B15 9:45 八尋 匡秀 セイコウ 松島 達也 西新 一百野 昌世 桜美 増本 政敏 桜美

B16 9:52 田中 俊巳 宗像 川内 博樹 西新 小林 修一 ダンロップ 白石 洋子 インター

九州ゴルフ練習場連盟 福岡支部主催

第38回福岡ゴルフ練習場連盟スクラッチ競技大会決勝組合せ表

日時：平成29年4月19日（水） 場所：小郡カンツリー倶楽部 TEL：0942-75-4181

西～東（Bクラス）

注意事項
＊本競技の特別規則に追加・変更がある場合は、当日掲示します。

＊当日、都合により組合せの変更をすることがあります。

＊プレーの進行を早めるため、各自必ず次打クラブ、予備球を携行してください。

＊先行組との間隔を15分以上空けた場合、イエローカードを発行する。

その後改善がない場合は、その組全員にペナルティを科す。

＊スタート30分前には必ず受付を済ませてください。

＊スタートのコールは致しません。スタート10分前にはスタート場所に待機してください.

＊必ず着帽してください。

＊ゴルフシューズは、スパイクレス（鋲付でないもの）を履いてください。

＊携帯電話及び距離測定器（ナビ）のコース内での使用は禁止する。使用した場合は2打罰。

＊提出カード（スコアカード）の識別標示は、A－黒、B－青、C－緑、D－赤。



組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

1 8:00 島﨑 憲五 宗像 福川 慎吾 タイセイ 小林 秀夫 野方

2 8:07 山口 俊二 ジャンボ 剣持 忠重 野方 今林 久美子 立花

3 8:14 坪田 直次 立花 峯下 和寿 有田 徳田 博明 有田 松原 瑞穂 カスタネット

4 8:21 小西 隆士 立花 松崎 一裕 野方 長 真志 有田 寺島 由美子 ウェスト

5 8:28 松尾 康平 ジャンボ 浜地 雄二 オレンジ 秋山 勝 桜美 玉置 雄大 桜美

　調整タイム

6 8:42 柿田 哲男 セイコウ 肘井 勝徳 グランド 門田 和典 ハミング 江口 竜也 桜美

7 8:49 竹下 正甲 タイセイ 松岡 憲一 有田 松 二郎 桜美 平田 守 ハミング

8 8:56 八尋 修国 セイコウ 川崎 健二 小戸 亦賀 誠 インター 津留崎 喜一 桜美

9 9:03 中村 裕二 ジャンボ 栁瀬 進 小戸 糸山 克典 桜美 成世 信長 桜美

10 9:10 辻 保生 宗像 坂口 進 オレンジ 松本 昌直 桜美 園田 正近 桜美

11 9:17 加藤 伸浩 ジャンボ 坂田 秀夫 有田 高峰 晴美 桜美 倉員 繁昌 インター

1 9:31 西田 賢次 グランド 森 秀治 ジャンボ 白土 優希 ダンロップ

2 9:38 真木 孝夫 カスタネット 程月 正則 ウェスト 古賀 友則 ダンロップ

3 9:45 奥田 慎也 大岳 林 栄一 有田 松隈 崇 ハミング 立石 美根子 インター

南～西（Dクラス）

九州ゴルフ練習場連盟 福岡支部主催

第38回福岡ゴルフ練習場連盟スクラッチ競技大会決勝組合せ表

日時：平成29年4月19日（水） 場所：小郡カンツリー倶楽部 TEL：0942-75-4181

南～西（Cクラス）

注意事項
＊本競技の特別規則に追加・変更がある場合は、当日掲示します。

＊当日、都合により組合せの変更をすることがあります。

＊プレーの進行を早めるため、各自必ず次打クラブ、予備球を携行してください。

＊先行組との間隔を15分以上空けた場合、イエローカードを発行する。

その後改善がない場合は、その組全員にペナルティを科す。

＊スタート30分前には必ず受付を済ませてください。

＊スタートのコールは致しません。スタート10分前にはスタート場所に待機してください.

＊必ず着帽してください。

＊ゴルフシューズは、スパイクレス（鋲付でないもの）を履いてください。

＊携帯電話及び距離測定器（ナビ）のコース内での使用は禁止する。使用した場合は2打罰。

＊提出カード（スコアカード）の識別標示は、A－黒、B－青、C－緑、D－赤。


