
A1 有中 雅章 谷口 拓也 友納 喜美男 野中 哲郎 C1 蘇我 英孝 神薗 守 佐藤 俊一
8:00 大岳 小戸 有田 小戸 8:00 ウェスト 有田 有田

A2 水永 忠 中野 好也 平田 錦史郎 岩下 千穂子 C2 剣持 忠重 高木 浩 秋山 勝 松原 瑞穂
8:07 立花 野方 オレンジ ｶｽﾀﾈｯﾄ 8:07 野方 有田 桜美 ｶｽﾀﾈｯﾄ

A3 飯干 義和 荒木 嘉一 吹上 進治 坂田 巧 C3 福岡 裕倫 友池 健太 伊藤 純二 本村 千夏
8:14 ジャンボ 野方 有田 桜美 8:14 セイコウ 有田 インター ジャンボ

A4 小川 敏 野中 康男 佐竹 美昭 玉置 啓雄 B1 栁谷 博司 中島 啓介 鶴久 洋 平尾 聡昭 C4 柿田 哲男 坂口 進 秋田 和彦 田原 淑美
8:21 ｶｽﾀﾈｯﾄ 小戸 野方 桜美 8:21 小戸 ウェスト 野方 桜美 8:21 セイコウ オレンジ 桜美 ｶｽﾀﾈｯﾄ

A5 青山 和誉 藤井 康浩 上野 宏 石橋 政彦 B2 荒木 秀夫 徳田 博明 田宮 武史 加納 恭幸 C5 児玉 卓 横尾 章司 園田 正近 小林 まみ
8:28 セイコウ 野方 野方 桜美 8:28 ｶｽﾀﾈｯﾄ 有田 野方 インター 8:28 セイコウ 小戸 桜美 立花

A6 小宇佐 輝久 吉田 慎一郎 結城 國彦 八木 昇 B3 長尾 竜治 裏西 邦夫 吉田 健太郎 鈴木 まり子
8:35 ジャンボ 野方 有田 桜美 8:35 ジャンボ 西新 野方 ジャンボ
A7 坂本 達也 藤野 賢児 水﨑 皇太朗 吉浦 喜二 B4 安藤 博昭 伊森 幹雄 玉木 慶貴 山﨑 愛子 C6 八尋 修国 松田 浩次 広田 慶一 佐藤 桂子
8:42 ジャンボ 野方 オレンジ 桜美 8:42 グランド 西新 有田 ウェスト 8:42 セイコウ 野方 桜美 有田

A8 力丸 俊二 大野 国己 大川 重信 阿部 育子 B5 道添 晴美 石井 一昭 藤本 不二生 千住 秀夫 C7 荻 義房 平山 徹 宮原 博明 土井 三枝子
8:49 ｶｽﾀﾈｯﾄ 野方 インター タイセイ 8:49 ｶｽﾀﾈｯﾄ 有田 ウェスト インター 8:49 ｶｽﾀﾈｯﾄ オレンジ インター インター

C8 山口 俊二 宮﨑 健登 宗 幸基 本田 重喜
8:56 ジャンボ オレンジ インター 桜美

A9 奥迫 賢司 平野 浩二 西園 光則 桑原 季哉 B6 矢野 祐二 木原 秀樹 冨永 常一 松本 美佐江 C9 安部 洋一郎 溝口 隆夫 長島 芳之 桜木 俊次
9:03 グランド ウェスト 桜美 桜美 9:03 セイコウ 野方 桜美 ジャンボ 9:03 ｶｽﾀﾈｯﾄ 小戸 インター 桜美

A10 茅野 政喜 山下 公弘 大山 征一郎 大野 誠司 B7 居田 稔 斉藤 幸政 中庭 輝騎 白石 洋子 C10 松尾 美利 蒲原 潤斎 浅野 修一 松本 昌直
9:10 ジャンボ 有田 桜美 桜美 9:10 ジャンボ 野方 桜美 インター 9:10 ジャンボ 有田 桜美 桜美

A11 矢津田 光郎 三島 繁文 杉谷 孝志 宅間 正州 B8 白垣 靖彦 福島 功二 中庭 時男 東島 隆昌
9:17 立花 ウェスト 桜美 桜美 9:17 タイセイ ウェスト 桜美 インター

A12 福永 保 上木 政章 須田 征司 大石 勤 B9 重留 寿男 用松 勝士 浅川 浩規 福岡 和彦 D1 馬郡 順子 前川 瑠美子 多田 優香
9:24 セイコウ 野方 桜美 桜美 9:24 ジャンボ 野方 桜美 インター 9:24 ｶｽﾀﾈｯﾄ 桜美 桜美

A13 田代 寿博 稲光 和利 近藤 雅則 高橋 徳記 B10 荒武 潤 衛藤 新二 大嶋 玄次 岸川 慎吾 D2 藤川 卓 福嶋 彰 西畠 佳代子 橋本 明子
9:31 グランド 有田 桜美 桜美 9:31 セイコウ 小戸 桜美 桜美 9:31 桜美 小戸 野方 ｶｽﾀﾈｯﾄ

A14 木村 文彦 友納 龍彦 大野 徹二 竹花 宏明 B11 荒谷 正勝 榊 満 小川 敬一朗 藤井 卓治 D3 八木 典之 吉里 友高 宮本 アンカ 宮本 将樹
9:38 大岳 有田 桜美 インター 9:38 ジャンボ 有田 桜美 桜美 9:38 ｶｽﾀﾈｯﾄ 有田 桜美 桜美

A15 宮城 マルコ 高嵜 賢 宮﨑 勇二 田島 雅二 B12 八尋 匡秀 徳永 裕幸 船越 増雄 樋口 龍一 D4 森 秀治 鯉川 修一 土肥 江利子 川崎 照美
9:45 グランド 野方 桜美 桜美 9:45 セイコウ 有田 インター インター 9:45 ジャンボ 有田 桜美 ｶｽﾀﾈｯﾄ

A16 立石 勇 野田 尚登 新井 友京 倉谷 幸司 B13 宮田 久生 瀧下 護 亦賀 誠 帆影 隆男
9:52 タイセイ 有田 桜美 桜美 9:52 グランド 有田 インター 桜美

A17 金井 裕和 安永 龍浩 吉重 敏朗 小島 隆治 B14 山村 京介 村上 雅一 成世 信長 花山 悦子
9:59 グランド 有田 桜美 桜美 9:59 グランド ウェスト 桜美 グランド

A18 趙 鏞三 小野山 浩太郎 濱地 博史 渡辺 笛子
10:13 グランド 小戸 桜美 インター

A19 馬場 隆光 小寺 勝 大矢 誠 山口 裕久
10:20 ｶｽﾀﾈｯﾄ 有田 西新 大善寺

A20 野口 賢児 梅本 武史 田中 裕次郎 吉富 孝浩
10:27 グランド 野方 桜美 大善寺

A21 木原 丈博 松岡 國男 五十森 達哉 田中 美紀
10:34 大善寺 有田 桜美 セイコウ

A22 山本 大輔 井上 邦浩 山浦 正継 安藤 亮二
10:41 グランド 有田 桜美 大善寺

A23 山部 拓斗 江口 信二 合原 豊 山内 孝徳
10:48 セイコウ 桜實 ｶｽﾀﾈｯﾄ 大善寺

調整タイム

調整タイム

調整タイム

南～西（Dクラス）

調整タイム

九州ゴルフ練習場連盟福岡支部主催　第39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30年4月25日（水）場所：小郡カンツリー倶楽部   TEL:0942-75-4181

西～東（B クラス）

南～西（C クラス）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 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、必ず次打クラブや予備球を携行して下さい 

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 その後改善がない場合その組全員にペナルティを科

します 

必ず着帽して下さい ゴルフシューズはスパイクレス（鋲付でないもの）を履いて下さい 

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 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 

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下さい 


