
主    催  ： 

開 催 日 ： 

アウトコース スタート コ ー ス　： 

組 スタート 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場

1 6:50 森田　徹五郎 パサージュ 千代田　末喜 ペニンシュラ 古川　新 ハウステンボス 義川　昌光 オーシャンパレス

2 6:58 福田　保二 パサージュ 楠本　一夫 ペニンシュラ 冨場　康 ハウステンボス 山口　義盛 オーシャンパレス

3 7:06 和田　文芳 パサージュ 大島　久 ペニンシュラ 仁田脇　等 長崎パーク 平野　十郎 長　崎

4 7:14 平山　昭教 パサージュ 朝長　満 長崎国際 木下　厚志 佐世保国際 山川　美記 長　崎

5 7:22 山口　壮一 つくも 向井　進 長崎国際 野中　博 佐世保国際 平野　勝男 長　崎

6 7:30 根路銘　洋 佐世保 杉内　豊 長崎国際 江口　靖則 佐世保ハイウェイ 福江　忠昭 長　崎

7 7:38 井上　照男 喜々津 中島　謙 長崎国際 佐藤　克己 佐世保平戸 山本　政則 大村湾

8 7:46 赤星　輝男 野母崎 松尾　幸成 長崎国際 大川内　久好 佐世保平戸 尾藤　牧衛 島　原

9 7:54 竹下　明孝 野母崎 松本　兆司 愛　野 原口　博文 小長井 井出　隆俊 チサン

10 8:04 石田　初男 野母崎 木下　勝晴 愛　野 原口　秀雄 雲　仙 山尾　千城 長崎国際

11 8:12 山下　千鶴 オーシャンパレス 森　彩 佐世保 川井　美奈 チサン

12 8:20 大原　由香 オーシャンパレス 山﨑　愛子 佐世保 堤　寛子 チサン 村元　はるみ 愛　野

13 8:28 前田　富貴子 オーシャンパレス 友永　早地子 喜々津 岩永　由美 ハウステンボス 佐々木　郁美 佐世保

インコース スタート               

組 スタート 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場

14 6:50 寺島　兼夫 パサージュ 髙見　文彦 ペニンシュラ 小松　明弘 ハウステンボス 中島　好則 長崎パーク

15 6:58 田中　和則 パサージュ 川原　正志 ペニンシュラ 森　智 オーシャンパレス 田中　千稔 長崎パーク

16 7:06 山口　敏実 パサージュ 大田　邦弘 ペニンシュラ 徳田　文雄 佐世保 宮﨑　正昭 佐世保国際

17 7:14 山中　浩一郎 パサージュ 森　宏明 大村湾 健木　直 佐世保ハイウェイ 橋　厚夫 長　崎

18 7:22 中島　眞一郎 パサージュ 小林　仁 大村湾 辻　義光 つくも 本村　賢司 長　崎

19 7:30 里崎　徳一郎 パサージュ 岡﨑　省三 大村湾 吉武　健一 佐世保平戸 荒川　広二 島　原

20 7:38 木下　良二 長崎国際 中村　史浩 大村湾 河野　富男 佐世保平戸 福島　英明 島　原

21 7:46 牧野　二朗 長崎国際 桜田　敏孝 愛　野 出口　教光 野母崎 井口　満雄 雲　仙

22 7:54 小畑　誠一 長崎国際 陣野　直明 愛　野 横尾　末廣 野母崎 高谷　敏征 喜々津

23 8:04 宮崎　有子 愛　野 江口　基子 オーシャンパレス 田中　美津子 佐世保 柴山　由美子 喜々津

24 8:12 小松　靜豊 チサン 山﨑　文乃 ハウステンボス 松田　留美子 愛　野 小川　幸美 佐世保

25 8:20 小出　真澄 喜々津 竹下　成子 ハウステンボス 田中　恵子 愛　野 今田　美和子 オーシャンパレス

26 8:28 山口　美帆 佐世保 長谷　敦子 喜々津 濱　昭代 チサン 滝口　喜代子 ハウステンボス

　（１）  上記の参加者に欠場者があった場合は、組合せの一部を変更することがある。
　（２）　病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に予選会場を通じ文書で長崎パークカントリークラブ（0959-27-1911）に通知すること。
　　　　　また、当日も必ず連絡すること。　なお無届欠場の場合は、次年度までの長崎県ゴルフ協会主催競技の参加を認めない。
　（３）　練習ラウンドにおいては、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）　使用ティの色は一般・シニアは青マーク、ミッドシニアは白マーク、グランドシニアは緑マーク、レディスＡ・Ｂは赤マークとする。
　（６）　グランドシニアOUT1組～10組　レディスＡ・Ｂ　OUT11組～13組　IN　23組～26組　　ミッドシニア　IN14組～22組

　シニア　OUT27組～33組　IN　44組～49組　一般　OUT　34組～43組　IN50組～60組
　（７）　タイの場合は、マッチングスコア方式にて順位を決定いたします。
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【午前の部】

１８ホールズ・ストロークプレー
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長崎県ゴルフ協会

令和元年８月８日（木）

ミ

ッ
ド
シ
ニ
ア

注意事項



主    催  ： 
開 催 日 ： 

アウトコース スタート コ ー ス　： 

組 スタート 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場

27 11:00 山本　昌吾 長崎国際 坂口　正喜 つくも 平山　計之 佐世保ハイウェイ 森　末人 野母崎

28 11:08 辻　浩二 長崎国際 中野　勝利 佐世保平戸 中村　聡 佐世保 山下　俊次 野母崎

29 11:16 馬場　慎一 長崎国際 杉山　美好 佐世保平戸 大町　信広 島　原 森　康正 チサン

30 11:24 濵里　敏照 ペニンシュラ 東　政人 愛　野 浦山　勇 大村湾 宮口　一平 長崎パーク

31 11:32 池田　昌弘 ペニンシュラ 石動　義高 雲　仙 森下　豊茂 大村湾 宮﨑　幹博 長崎パーク

32 11:40 副島　一也 ペニンシュラ 亀田　勲 オーシャンパレス 木下　政信 パサージュ 小泊　梅男 ハウステンボス

33 11:48 川口　昇平 ペニンシュラ 賀来　祐司 オーシャンパレス 辻崎　正幸 ペニンシュラ 山口　龍良 佐世保

34 11:56 松本　慎一 佐世保 石橋　孝嗣 つくも 中野　洋一 長崎国際 原　靖夫 佐世保平戸

35 12:04 出口　由紀美 佐世保 松尾　真一 愛　野 松本　勇二 長崎国際 松竹　浩一 佐世保平戸

36 12:12 益永　尚弥 佐世保 湯浅　幸一 愛　野 松尾　勝茂 長崎国際 町草　勇 佐世保平戸

37 12:20 谷川　富夫 佐世保 山川　昭 愛　野 橋本　政二 長崎国際 徳島　俊輔 佐世保平戸

38 12:28 平野　正 ペニンシュラ 村元　一成 愛　野 北村　健太郎 野母崎 水田　長一 島　原

39 12:36 毎熊　健一 ペニンシュラ 藤本　広治 愛　野 徳永　武仁 チサン 山﨑　聖一 島　原

40 12:44 溝口　修一 ペニンシュラ 本田　和彦 オーシャンパレス 今里　敏文 パサージュ 中野　幹夫 長崎パーク

41 12:52 黒鳥　慎一 ペニンシュラ 扇　大輔 オーシャンパレス 村川　清治 パサージュ 松尾　元 長崎パーク

42 13:00 楠本　伸二 ペニンシュラ 梅田　克成 オーシャンパレス 本田　智英 パサージュ 前田　秀樹 長崎パーク

43 13:08 坂口　哲広 ペニンシュラ 扇　慶太朗 オーシャンパレス 生田　貴稔 パサージュ 豊村　昭司 佐世保

インコース スタート               

組 スタート 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場 氏      名 予選会場

44 11:00 金丸　俊一 長崎国際 松本　芳宜 長　崎 東　大智郎 佐世保 山口　博幸 佐世保国際

45 11:08 一瀬　新一 ペニンシュラ 立石　達也 佐世保平戸 小西　雄二 大村湾 八木　利彦 島　原

46 11:16 小田　和人 ペニンシュラ 境　勉 喜々津 今里　忍 大村湾 川上　秀樹 チサン

47 11:24 山下　一徳 ペニンシュラ 宮木　明 愛　野 大石　清吾 大村湾 中村　政秋 長崎パーク

48 11:32 山口　登 ペニンシュラ 酒井　恭二 愛　野 田嶋　寛幸 パサージュ 山下　善三 長崎パーク

49 11:40 山口　晴輝 ペニンシュラ 木下　孝道 オーシャンパレス 益　政幸 パサージュ 山本　茂雄 ハウステンボス

50 11:48 川崎　治郎 佐世保 中島　和隆 佐世保国際 浦　裕次 佐世保ハイウェイ 田中　秀典 佐世保平戸

51 11:56 小川　雄章 佐世保 小坂　正人 佐世保国際 松本　由也 佐世保ハイウェイ 峯　康弘 佐世保平戸

52 12:04 津田　芳弥 佐世保 朝日　十代己 佐世保国際 川口　圭典 喜々津 中村　信一 佐世保平戸

53 12:12 樽本　英樹 長崎国際 友永　孝幸 愛　野 藤原　亮典 雲　仙 澤村　健太郎 大村湾

54 12:20 早田　淳 長崎国際 小川　博文 愛　野 藤原　博隆 雲　仙 山田　勝敏 大村湾

55 12:28 山根　浩幸 ペニンシュラ 南　茂幸 愛　野 松田　勇哉 長　崎 田中　恵太 大村湾

56 12:36 古松　義隆 ペニンシュラ 前田　洋志 愛　野 高江　龍星 長　崎 山上　秀光 小長井

57 12:44 岡本　正 ペニンシュラ 松尾　和宏 オーシャンパレス 森田　和久 パサージュ 松本　利信 ハウステンボス

58 12:52 勝田　祥二 ペニンシュラ 戎本　重昭 オーシャンパレス 森　勝也 パサージュ 熊谷　暁 ハウステンボス

59 13:00 萩尾　和成 ペニンシュラ 吉野　宣行 オーシャンパレス 岳川　善史 パサージュ 志方　政憲 長崎パーク

60 13:08 岩村　和明 ペニンシュラ 杉本　富士夫 オーシャンパレス 小栗　剛 パサージュ 川嶋　幹登 長崎パーク

注意事項
　（１）  上記の参加者に欠場者があった場合は、組合せの一部を変更することがある。
　（２）　病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に予選会場を通じ文書で長崎パークカントリークラブ（0959-27-1911）に通知すること。
　　　　　また、当日も必ず連絡すること。　なお無届欠場の場合は、次年度までの長崎県ゴルフ協会主催競技の参加を認めない。
　（３）　練習ラウンドにおいては、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）　使用ティの色は一般・シニアは青マーク、ミッドシニアは白マーク、グランドシニアは緑マーク、レディスＡ・Ｂは赤マークとする。
　（６）　グランドシニアOUT1組～10組　レディスＡ・Ｂ　OUT11組～13組　IN　23組～26組　　ミッドシニア　IN14組～22組

　シニア　OUT27組～33組　IN　44組～49組　一般　OUT　34組～43組　IN50組～60組
　（７）　タイの場合は、マッチングスコア方式にて順位を決定いたします。
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競技委員長　　幸崎　秀逸

１８ホールズ・ストロークプレー

【午後の部】
長崎県ゴルフ協会
令和元年8月8日（木）
長崎パークカントリークラブ

令和元年度　《第24回》　長崎県民ゴルフ大会・決勝 組合せ表


