
主    催  ： 佐賀県ゴルフ協会/佐賀県支配人会

開 催 日 ： ２０２１年7月23日（木）

アウトコース スタート
コ ー ス　： 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部

組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

1 7:30 伊澤　秀身 唐津 武内　謙輔 唐津 豊崎　敏行 武雄 武富 信裕 武雄

2 7:37 井上　政人 花祭 永田　満 花祭 飯盛　紹博 花祭 飯盛　雅文 花祭

3 7:44 久原　文幸 花祭 川崎　孝 花祭 小林　幸裕 セヴン 竹末　和矢 セヴン

4 7:51 中村　昌弘 花祭 谷口　政竜 花祭 久野　和俊 花祭 川原　孝一 花祭

5 7:58 秋山　貴則 クラシック 原　貴徳 クラシック 中川　孝 佐賀ロイヤル 松川　恭典 佐賀ロイヤル

6 8:05 木場　英明 佐賀ロイヤル 吉田　裕 佐賀ロイヤル 朝永　久人 武雄嬉野 末光　和徳 武雄嬉野

7 8:12 上野　秀俊 佐賀ロイヤル 川崎　猛 佐賀ロイヤル 西岡　文隆 武雄嬉野 外尾　秀美 武雄嬉野

8 8:19 松添　孝明 武雄嬉野 今村　健 武雄嬉野 田中　雅之 若木 青木　英樹 若木

9 8:26 宮﨑　修二 唐津 松本　秀俊 唐津 濱部　勝也 唐津 坂口　明成 唐津

10 8:33 嶋村　耕作 唐津 瀬戸　伸雄 唐津 森　好徳 唐津 坂本　昇 唐津

11 8:40 大山　征一郎 北山 村中　一喜 北山 中島　啓介 北山 田代　薫 北山

12 8:47 川津　博久 セヴン 加茂　博文 セヴン 金子　蘭斗 山水 森本　凱大 山水

13 8:54 大野　国己 セヴン 井本　孝幸 セヴン 野田　豊國 佐賀カントリ 黒岩　祐次 佐賀カントリ

14 9:01 一坊寺　正太 セヴン 田中　浩二 セヴン 川上　達広 セヴン 林　照幸 セヴン

15 9:08 重富　正明 セヴン 小金丸　玲児 セヴン 東野　純彦 佐賀カントリ 東野　みき子 佐賀カントリ

16 9:15 柴田　安久 セヴン 山田　剛裕 セヴン 池田　大 セヴン 市丸　博司 セヴン

17 9:22 古賀　芳仁 北山 平山　美幸 北山 三好　浩之 北山 吉田　多聞 北山

18 9:29 久保　和義 花祭 森永　剛 花祭 成富　哲 花祭 山口　優明 花祭

19 9:36 江副　泰則 大和不動 野上　大輔 大和不動 小金丸　淳 大和不動 大坪　恵介 大和不動

20 9:43 中本　二郎 フジ 畑中　伸介 フジ 貝野　文洋 天山 水町　尊文 天山
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21 9:50 北島　昭博 フジ 福富　慎一郎 フジ 星本　義弘 若木 上瀧　道弘 若木

22 9:57 稲葉　陽一 フジ 山口　洋平 フジ 浦田　和也 若木 武部　周清 若木

23 10:04 川久保　壽麿 天山 成清　弘文 天山 野中　邦夫 天山 川内　聖彦 天山

24 10:11 堀部　道保 若木 園田　智恵美 若木 安冨　章二 セヴン 大熊　孝二 セヴン

25 10:18 堤　良輔 若木 吉原　圭一郎 若木 垣田　逸雄 佐賀カントリ 垣田　佳子 佐賀カントリ

26 10:25 柴田　洋 北山 柴田　英樹 北山 廣瀧　和康 北山 茂利　優一 北山

インコース スタート               

組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

1 7:30 石田　周 花祭 片渕　丈志 花祭 江島　誠二郎 北山 小谷内　啓輔 北山

2 7:37 味志　祐治 クラシック 南里　美幸 クラシック 田島　宏 クラシック 田島　愛 クラシック

3 7:44 梶川　隆司 佐賀ロイヤル 丸尾　和慎 佐賀ロイヤル 白濱　竜次 武雄嬉野 上田　貴史 武雄嬉野

4 7:51 稲富　貴久 大和不動 佐保　水貴 大和不動 大野　孝志 大和不動 畠添　博隆 大和不動

5 7:58 香田　和彦 佐賀ロイヤル 石田　保 佐賀ロイヤル 朝倉　信幸 佐賀ロイヤル 植田　雅典 佐賀ロイヤル

6 8:05 斎藤　すみか 大和不動 木村　紀子 大和不動 原田　陽子 大和不動 亀井　ふみお 大和不動

7 8:12 樟　有希 花祭 松尾　圭 花祭 三苫　勝也 花祭 前田　大輔 花祭

8 8:19 糸山　新一郎 鳥栖 白水　清徳 鳥栖 園　真規 鳥栖 園　和真 鳥栖

9 8:26 森　加奈 セヴン 井上　修之 セヴン 重永　慶祐 鳥栖 大塚　　竣 鳥栖

10 8:33 久保田　祥代 武雄 恵﨑　誠二 武雄 松尾　一広 武雄 柚木　直美 武雄

11 8:40 野田　貴志 武雄 力武　孝典 武雄 今泉　信明 武雄 金子　敬史 武雄

12 8:47 仙野　秀児 セヴン 有馬　浩 セヴン 陣内　裕也 セヴン 宮園　裕希 セヴン

13 8:54 林　加奈子 北山 林　潔子 北山 宇戸　浩之 北山 林　敬展 北山

14 9:01 高田　雅野 北山 北御門　美保 北山 江島　優 北山 田中　守 北山

15 9:08 北御門　力 北山 岸川　浩 北山 真崎　浩平 北山 堤　憲尚 北山

16 9:15 上野　善生 北山 蔭山　喜考 北山 小谷内　正喜 北山 堀内　隆 北山

17 9:22 藤原　正充 クラシック 原　英介 クラシック 平田　裕樹 クラシック 田島　一之 クラシック

18 9:29 高取　弘一 クラシック 北島　剛 クラシック 中島　新太郎 クラシック 糸山　哲雄 クラシック



19 9:36 近藤　雅則 北山 平岡　美智子 北山 小池 セヴン 川原　達也 セヴン

20 9:43 松平　健治 セヴン 樋口　雅彦 セヴン 中島　和則 フジ 坂本　実 フジ

21 9:50 田中　靖展 鳥栖 山内　京乃 鳥栖 高山　忠橙 クラシック 高山　みどり クラシック

22 9:57 木村　周作 鳥栖 入江　真澄 鳥栖 東　真生 若木 古川　俊広 若木

23 10:04 河田　浩貴 天山 樋口　貴彦 天山 横尾　好計 天山 飯盛　平祐 天山

24 10:11 井手　範彰 天山 安藤　恵祐 天山 一ノ瀬　翔斗 天山 久保　深月 天山

25 10:18 西　吾郎 クラシック 須藤　義寛 クラシック 西　小夜子 クラシック 伊藤　希 クラシック

26 10:25 原　弘安 ブリヂストン 中村　友子 ブリヂストン 野上　大輔 ブリヂストン 田中　暢彦 ブリヂストン


	組み合わせ

