
令和4年7月28日

　　アウトコース スタート 会場　ワカミヤコース

組 スタート 氏      名 クラス 氏      名 クラス 氏      名 クラス 氏      名 クラス

1 8:00 高村　慶紀 男子イ 竹井　弥月 女子イ 上田　千代幸 男子イ 中嶋　健太 男子イ

2 8:07 案浦　美由紀 女子ロ 野田　千代美 女子ロ 米倉　紀代美 女子ロ 野田　　豊 男子ハ

3 8:15 安部　　勉 男子ニ 牟田　丈彦 男子ロ 鬼木　吉博 男子イ

4 8:22 松尾　大地 男子イ 江口　澪宥 男子イ 東　　功樹 男子イ 増田　真一 男子イ

5 8:30 青山　　寛 男子イ 竹下　寛道 男子イ 樗　　正信 男子イ 小山内　弘治 男子イ

6 8:37 多賀谷　勇気 男子イ 白附　圭太 男子イ 田中　良典 男子イ 河上　　学 男子イ

7 8:45 馬郡　順子 女子ロ 井口　拓子 女子ロ 橋本　明子 女子ロ 赤野　志保美 女子ロ

8 8:52 早川　晴司 男子ロ 東　　俊之 男子ロ 桐田　政樹 男子イ 赤野　　実 男子ロ

9 9:00 徳永　太一 男子イ 梅野　　肇 男子ハ 伊藤　雄二 男子ハ 山田　泰三 男子ハ

10 9:07 徳永　秀年 男子ハ 井上　政義 男子ハ 阿河　和博 男子ハ 井浦　一博 男子ハ

11 9:15 砂川　周哉 男子イ 今村　達男 男子ロ 安藤　良一 男子ハ 竹田　英敏 男子イ

12 9:22 中村　浩二 男子ロ 砥板　修作 男子イ 前山　剛哉 男子イ 永末　修平 男子イ

13 9:30 中園　俊彦 男子ハ 前山　幸一 男子ロ 春本　信一 男子ハ 籾井　秀忠 男子ハ

14 9:37 野口　俊一 男子ハ 和多　芳文 男子ハ 高塚　清志 男子二 水間　慶次 男子ハ

15 9:45 國分　眞悟 男子イ 國分　由紀 女子ロ 藤本　　保 男子イ 山中　さゆり 女子ロ

16 9:52 吉田　サチ子 女子ロ 田原　叔美 女子ロ 川上　千賀子 女子ロ 島津　順美 女子イ

17 10:00 大野　志代美 女子ロ 矢山　景子 女子ロ 清水　真理子 女子ロ 足立　　幸 女子ロ

18 10:07 高橋　圭子 女子ロ 渡辺　佳則 男子イ 三好　祥二 男子イ 岡　　真一郎 男子イ

19 10:15 山中　正義 男子ハ 箱田　　哲 男子ロ 向井　晴美 男子ハ

20 10:22 藤川　伸之 男子ロ 藤川　啓司 男子ロ 大里　英雄 男子ロ 篠﨑　　優 男子ハ

21 10:30 西田 　毅 男子イ 西田　信隆 男子イ 西田　景三 男子イ

22 10:37 吉田 　隆 男子ロ 長島　芳之 男子ロ 中谷　節子　 女子ロ 中谷　五男 男子ロ

23 10:45 橋本　正純 男子ハ 倉元　俊一 男子ハ 山中　　均 男子ハ 石山　忠典 男子ニ

24 10:52 山下　美智雄 男子イ 中尾　　勉 男子イ 前川　　崇 男子イ 平山　憂騎 男子イ

(INスタート裏面記載）

注意事項

　（１）  上記の参加者に変更があった場合は、組合せの一部を変更することがある。

　（２）　出場選手は病気、事故等により出場できなくなった場合は、競技開始３０分前までに開催コースへ連絡すること。

　　　 　ワカミヤコース　　0949-54-0595

　（３）　練習ラウンドは、必ず１個の球でプレーすること。

　（４）  スタートの呼出しは一切行わないので、自分のスタート時間１０分前までにはスターティングホール付近で待機すること。

　（５）　使用グリーンは高麗グリーンです

競技委員長　　山中　正義

第28回　福岡県民ゴルフ大会（予選）  組合せ表

18ホール・ストロークプレー



令和4年7月28日

　　インコース スタート 会場　ワカミヤコース

組 スタート 氏      名 クラス 氏      名 クラス 氏      名 クラス 氏      名 クラス

1 8:00 山根　弘一 男子ロ 宮城　マルコ 男子イ 澤野　泰和 男子イ 香野　猛虎 男子イ

2 8:07 内山　嘉秀 男子ハ 江口　裕明 男子ハ 武田　政博 男子ハ 文　　重雄 男子ロ

3 8:15 井手口　恭基 男子ハ 霍田　聡一 男子ハ 向野　勝彦 男子ハ 進　　民治 男子ロ

4 8:22 矢野　昭二 男子ロ 下林　正信 男子ハ 牛房　英二 男子二 野間口　武則 男子ハ

5 8:30 有吉　美南雄 男子二 中濃　和寿 男子二 箱田　欽也 男子ハ 田中　憲二郎 男子イ

6 8:37 内嶋　龍一 男子ロ 疋田　明利 男子ハ 花山　悦子 女子ロ 花山　一美 女子イ

7 8:45 大宮　申士 男子ロ 空　　慎吾 男子イ 井手　朋規 男子イ 脇山　直幸　 男子イ

8 8:52 城田　健作 男子イ 豊福　祐治 男子ロ 澤木　慎二 男子イ 澤木　尚美 女子イ

9 9:00 梅田　昌考 男子イ 加藤　隆裕 男子イ 鈴木　　健 男子イ 村田　逸郎 男子イ

10 9:07 村山　博隆 男子イ 比良山　　覚 男子ロ 河北　吉郎 男子イ 加納　博子 女子ロ

11 9:15 稲田　友治 男子二 濱田　正道 男子二 松島　昭浩 男子ハ

12 9:22 西田　葉子 女子ロ 藤崎　佳子 女子ロ 山下　公弘 男子ハ 高木　賢治 男子ハ

13 9:30 原　　貴徳 男子イ 衛藤　新二 男子イ 江口　昌則 男子イ 帆足　和洋 男子イ

14 9:37 合代　行信 男子イ 竹田　利紀 男子イ 合代　玲央 男子イ 野見山　亜矢 女子イ

15 9:45 渦巻　敬介 男子イ 西田　安希 女子イ 高橋　秀宜 男子ハ

16 9:52 鈴木　千春 女子イ 崎田　由希子 女子イ 藤平　孝思 男子ロ 中田　誠二 男子イ

17 10:00 福原　暢久 男子イ 戸畑　大亮 男子イ 長嶺　　敦 男子イ 渡邊　隆一郎 男子イ

18 10:07 有馬　一男 男子ロ 白石　清一 男子ロ 繁田　浩一 男子ハ 辻　　たかお 男子ロ

19 10:15 宮本　昭久 男子ロ 安永　龍浩 男子イ 中西　孝昌 男子ロ 國府田　篤 男子ロ

20 10:22 内野　民子 女子ロ 大木　孝一 男子ハ 武藤　秀之 男子イ 明賀　勝紀 男子イ

21 10:30 吉田　幸一 男子イ 中嶋　亮太 男子イ 赤司　幸太郎 男子イ 宮本　智典 男子イ

22 10:37 村上　　洋 男子ロ 甲斐　功二 男子イ 金谷　明克 男子ロ 鍋藤　智仁 男子イ

23 10:45 澤井　勝智 男子イ 松見　義孝 男子イ 岡﨑　　浩 男子イ 木村　智美 女子イ

24 10:52 大坪　直也 男子イ 西田　順二 男子イ 山香　憲治 男子イ 上野　達司　 男子イ

注意事項

　（１）  上記の参加者に変更があった場合は、組合せの一部を変更することがある。

　（２）　出場選手は病気、事故等により出場できなくなった場合は、競技開始３０分前までに開催コースへ連絡すること。

　　　 　ワカミヤコース　　0949-54-0595

　（３）　練習ラウンドは、必ず１個の球でプレーすること。

　（４）  スタートの呼出しは一切行わないので、自分のスタート時間１０分前までにはスターティングホール付近で待機すること。

　（５）　使用グリーンは高麗グリーンです

競技委員長　　山中　正義

第28回　福岡県民ゴルフ大会（予選）  組合せ表

18ホール・ストロークプレー


