
主    催  ： 

18ホール・ストロークプレー 開 催 日 ： 

アウトコース スタート コ ー ス　： 

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

1 7:30 ※千葉　蒼隼 若松 堀　芳浩 スポーツほぐるる 又吉　拓之 フリー 並河　利隆 福岡雷山

2 7:39 ※池田　悠希 佐世保国際 坂田　雅樹 フリー 池村　寛世 フリー 大城　康孝 フリー

3 7:48 ※高橋　誠一 大分竹中 岩本　和徳 ブイサイン 田中　栄二 ミッションバレー 坂元　太施 フリー

4 7:57 川上　幸輝 トラストネットワーク ※渡邊　莉久 大博多 岩田　光博 天山 林　拓希 知覧

5 8:06 ※西山　大揮 九州学連 福崎　宏隆 アールズエバーラスティング 成冨　晃広 福岡 吉永　智一 フリー

6 8:15 ※安藤　裕良 あつまる阿蘇赤水 ※矢野　圭介 西戸崎シーサイド ※宮城　マルコ かほ 山本　慧 ザ・クラシック

7 8:24 ※平川　勝也 臼杵 堀江　俊平 大野城スカイゴルフセンター 木原　勇也 大野城スカイゴルフセンター 福永　光伸 ＵＭＫテレビ宮崎

8 8:33 ※佐藤　憲一 大分 ※村上　颯汰 八代 佐藤　和紀 志摩シーサイド 横田　吉宏 天山

9 8:42 宮國　雄一朗 フリー ※坂田　隆幸 グリーンランドリゾート 大冝見　賢人 福岡雷山 出水田　大二郎 フリー

10 8:51 ※早田　貴洋 福岡サンレイク ※関　凌之介 フェニックス ※与儀　聖夏 オリオン嵐山 山﨑　景介 グラマーゴルフスクール

11 9:00 ※青木　尉 鹿児島国際 小野　雅瑛 クイックウォッシュ ＴＡＩＭＵＲ　ＨＵＳＳＡＩＮ フリー 山下　英治 ミッションバレー

12 9:09 ※宮川　勝己 ジェイズ鹿屋 鈴木　優大 株式会社　えん 深堀　昌之 松田自動車整備工場 成松　亮介 ザ・クイーンズヒル

13 9:18 ※伊波　宏隆 沖縄国際 櫻井　省吾 ＩＧＡ 木村　忠昭 ㈱木村建設運輸 靑木　康高 司菊水

14 9:27 ※篠原　仕師命 湯布院 嘉数　光倫 エナジック 白潟　英純 九州八幡 吉永　福未 ㈱プラスセブン

15 9:36 ※大倉　清 大博多 仲村　譲二 つくも 香妻　陣一朗 宮崎レイクサイド 境　翔吾 ジェイズ鹿屋

16 9:45 ※髙尾　陽介 ミッションバレー ※増田　裕太郎 大博多 小浦　和也 フリー 金城　和弘 キミヱコーポレーション

17 9:54 ※大野　徹二 大博多 木村　佳昭 ㈱木村建設運輸 園田　謙介 ㈱プレイス不動産販売 福永　安伸 ＵＭＫテレビ宮崎

18 10:03 ※小林　忍 西戸崎シーサイド ※中島　正信 阿蘇大津 原口　秀樹 フリー 稗田　基樹 長崎水産運輸

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

19 7:34 ※山本　博喜 肥後サンバレー 小原井　篤 ＧＯＬＦ　ＬＡＢ 杉瀬　薫 実相寺ゴルフセンター 山下　太治 浮羽

20 7:43 ※友枝　周作 くまもと中央 徳山　雄大 フリー 糸山　健太郎 ナウヒア 黒木　紀至 ＵＭＫ

21 7:52 ※山口　泰知 オーシャンパレス 奈木野　亮輔 西日本 入江　俊明 パークサイド柏原 森　正尚 芥屋

22 8:01 ※永井　貴之 セブンミリオン 山部　泰樹 セイコウゴルフガーデン 草野　忠重 フリー

23 8:10 ※玉城　海伍 カヌチャ 吉田　剛一 伊都 川野　裕太 溝辺 合田　幸男 ホームテック

24 8:19 ※美村　凌我 八代 ※稲田　愛篤 チサン遠賀 宮下　進一 南九州 坂牧　優太 ＣＲＣ白山ヴィレッジ

25 8:28 ※下川　和典 西戸崎シーサイド ※樋口　新一 大分中央 佐藤　祐樹 熊本空港 長谷　和宏 フリー

26 8:37 ※間柄　両真 八代 ※熊本　侑三 佐賀 當山　秀人 守礼 北島　泰介 アビタシオン

27 8:46 ※玉城　元気 オリオン嵐山 ※五十森　達哉 福岡雷山 佐藤　浩司 福岡 日置　豊一 フリー

28 8:55 ※永浦　吏杜睦 若宮 ※江口　信二 大博多 小濱　祐樹 佐賀ロイヤル 波当根　弓彦 フリー

29 9:04 ※清水　大成 大博多 大林　浩二 くまもと中央 三重野　里斗 大分 小林　丈大 フリー

30 9:13 ※宮里　拓弥 雲仙 ※竹本　健太 北九州 森　雄大 伊都 中村　護 佐賀ロイヤル

31 9:22 ※富本　虎希 美らオーチャード 西元　義人 ㈱モナーク興産 伊東　長明 フリー 吉原　信次 フリー

32 9:31 ※葛城　史馬 中津 北原　成史 ｾｲﾎｰｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 野上　貴夫 クイックウォッシュ 狩俣　昇平 フリー

33 9:40 ※古川　雄大 大博多 阿部　剛丈 フリー 山本　康輔 フリー 山元　貴大 麻生飯塚

34 9:49 ※比嘉　一貴 東北福祉大学 岩尾　直樹 北九州ゴルフアカデミー 米倉　健太郎 フリー 吉本　侑平 ＣＲＣ白山ヴィレッジ

35 9:58 ※蛭川　隆 ＩＧＲ京セラ 岩橋　徹 有明 狩俣　安志 フリー 髙松　竜也 トータル・メディカルサービス

36 10:07 ※久貝　英 五島 小田　新 鹿児島高牧 和田　章太郎 フリー 日下部　幸之助 福岡セヴンヒルズ

注意事項
　（１）  上記の参加者に欠場があった場合は、組合せの一部を変更することがある。　
　（２）　やむ終えない事情により欠場する場合は、阿蘇大津ゴルフクラブ（０９６-２９３-１５００）に必ず連絡すること。
　（３）  第３ラウンドの組合せ、およびスタート時刻は第２ラウンド終了後上位６０位タイまでの者を成績順に組合せの上掲示する。
　（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。

競技委員長　　　塚 根　卓 弥

２０１５ 九州オープンゴルフ選手権競技 決勝 組合せ表２０１５ 九州オープンゴルフ選手権競技 決勝 組合せ表２０１５ 九州オープンゴルフ選手権競技 決勝 組合せ表２０１５ 九州オープンゴルフ選手権競技 決勝 組合せ表
( 第 ２ ラ ウ ン ド ）　( 第 ２ ラ ウ ン ド ）　( 第 ２ ラ ウ ン ド ）　( 第 ２ ラ ウ ン ド ）　

九州ゴルフ連盟

平成２７年６月１３日（土）

阿蘇大津ゴルフクラブ

（※印　アマチュア選手）


