
後　援：久山カントリー倶楽部

開催日：2021.10.22(金)

グループ名 氏名 氏名 氏名 氏名 担当者 グループ名 氏名 氏名 氏名 氏名 担当者

1 7:30 三輪　一貴 石津　謹一 下田　数馬 江野 秀一郎 三輪 1 7:38 森　　孝好 安武　清治 安武　秀喜 中嶋　政見 伊東

2 7:38 土屋　安彦 城戸　宏治 洪本　昌男 前田　陽介 鶴田 2 7:46 髙原　弘樹 松永　  望 安武　昌洋 遠矢　孝志 高原

3 7:46 鶴田　秀雄 吉森　健二 岡崎 沙也佳 村上　　剛 鶴田 3 7:54
 古賀市チャリティー

 ゴルフ実行委員会
弓削　幸弘 野田　正則 柴田　芳孝 高原　朱美 真武

4 7:54  若杉福岡LC 安河内 俊弘 青木　勝浩 池岡　信弘 末若　憲治 若杉福岡LC 4 8:02 三輪　隆二 力丸　宏昭 溝口　由樹 脇田　英和 三輪

5 8:02  かすや南LC 若杉　良富 荒川　弘貴 大庭　健次 石井　広美 かすや南LC 5 8:10 松島　岩太 福永　　保 髙原　伸二 高原

6 8:10  かすや南LC 中市　貴博 大部　邦昭 安河内　稔 横山　尚昌 かすや南LC 6 8:18 荒牧　丈明 仁部　義治 仁部　一布 荒牧　　浩 真武

7 8:18 水上　俊明 小山　初男 小田　　稔 髙� 7 8:26 松田 中野　秀樹 高巣　倫明 松田　哲 梅川　零士 白川

8 8:26  九州ニチレキ工事㈱ 堺　新吾 江口　弘幸 佐藤　正次 林　敏則 髙� 8 8:34 青柳　勝徳 太田　　浩 玉川　浩 小林　英之 伊東

9 8:34 平山　京子 三上　洋治 常岡　隆照 桐島　修二 髙� 9 8:42 トラック協会１ 原　　重則 佐竹　秀仁 松田　　薫 黒井　　寛 古場

10 8:42  若杉福岡LC 城戸　勝行 城戸　　隆 城戸　理圭 城戸 由美子 若杉福岡LC 10 8:50 トラック協会２ 石井　武徳 福島　慎吾 北村 篤太郎 島田 孝二郎 古場

11 8:50  小谷会 上手　幸信 力丸　隆博 井上　広明 青谷　直美 �武 11 8:58 トラック協会３ 日髙　清寛 大野　浩二 岩元　智彦 小楠　　誠 古場

12 8:58 於保　　誠 矢原　良房 徳永　新一 堀　　建治 矢野 12 9:06 大西　常雄 奥  　和喜 志和　定 小野　茂雄 山野井

13 9:06  花見G・C会 松永　一徳 峠田 喜久生 中野　　正 藤田　憲一 白川 13 9:14 チーム鬼塚 鬼塚　　淳 細井　裕典 柴田　康弘 矢野　将之 真武

14 9:14  花見G・C会 氷室　清治 白石　憲治 渡辺　清孝 小森　貞一 白川 14 9:22 チームイトウ 伊東　政文 安武　秀昌 阿部　綾乃 伊東

15 9:22  チーム矢津田 矢津田　一生 石津　明弘 福田　茂雄 海山　次貴 矢津田 15 9:30 深川　吉勝 山下　　進 中山　輝茂 赤星　武美 深川

16 9:30  チーム矢津田 久寿米木 隆 柴田　　農 久寿米木 聡 井上　喬介 矢津田 16 9:38 三六会 安武　繁治 矢野　雅俊 川崎　貴史 藤井　　誠 古場

17 9:38  球親会① 三輪　朋之 安部　圭介 宮口　　直 上田　利治 三輪 17 9:46 三六会 田中　一郎 藤島　　登 川添　普嗣 古場

18 9:46  球親会② 山仲　俊康 白川　和大 青柳　秀晴 丸山　繫樹 三輪 18 9:54 三六会 白石　晃一郎 江口　凌平 松本　　茂 大庭　裕也 古場

19 9:54  球親会③ 成田　幸弘 盛川　智徳 武田　和茂 北村 慎一郎 三輪 19 10:02 加藤　正也 浦　　廣治 竹市　伸次 玉野　雅利 鶴田

20 10:02 上村　茂晴 山本　克勝 山田　敏光 藤田　竜也 今林 20 10:10 山下 知賀子 小林　麻美 本田　和子 上村　朋代 真武

21 10:10 小松製作所 木戸内 拡憲 吉田　剛史 畑　　修一 今林 21 10:18 橘　　和秀 徳富　大典 田村　祐一 宮崎　愛子 橘

22 10:18 シンコーサービス 宇都　和幸 兵藤　裕也 鈴木　常直 武富　敏明 今林 22 10:26 宗像グリーンタクシー 藤瀬　広美 塩川　浩一 宮澤　敬納 保井

23 10:26 今林　末喜 清水　照幸 有松　弘治 今林 23 10:34 保井　　享 石松　峰典 沼田　国次 保井

【競技方法】 18ホールストロークプレー（ＪＧＡ規則及び久山カントリー俱楽部ローカルルール適用）、ダブルペリア方式（36打切、同ネットの場合は年齢順）　

使用ティ　男性白マーク、女性赤マーク（７５歳以上の方はゴールドマーク使用可）

❈スコアカードはメンバー確認の上、スタート室に代表者よりご提出下さい。

主　催：花鶴福岡ライオンズクラブ

ＯＵＴ OUT ⇒ IN ＩＮ IN ⇒ OUT

スタート スタート

本 大 会 へ の 参 加 お 申 し 込 み あ り が と う ご ざ い ま す 。

ご希望のスタート時間が集中し、ご迷惑をおかけいたしますが大会当日は欠席の無いよう、また時間厳守でお願いいたします。

スタートの30分前までに受付をお済ませください。（受付時の検温とマスク着用にご協力をお願いいたします。）

尚、競技終了後の表彰式はコロナ3密の対策により、控えさせていただきますので、プレー終了後は各自ご自由にお帰り頂いて結構です。


