
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 ※ 楠元　利夫 都城母智丘 吉原　伸治 フリー 日下部　幸之助 福岡セヴンヒルズ 伊波　邦准 森川ゴルフガーデン

2 7:39 ※ 白坂　千弘 宮崎大淀 山部　泰樹 セイコウゴルフガーデン 木村  幸広 くまもと中央 木村　佳昭 浮羽

3 7:48 ※ 中橋　隆慶 知覧 園田　謙介 (株)プレイス不動産販売 佐藤  祐樹 熊本空港 伊東　長明 福岡

4 7:57 ※ 板井　良春 大分富士見 宮下  進一 南九州 北島　泰介 プロとゴルフ 秋富　由利夫 ＵＭＫテレビ宮崎

5 8:06 ※ 成松　和幸 ジェイズ高原 佐藤　啓 ゴルフプラザ基山 日置  豊一 フリー 金城　和弘 キミエコーポレーション㈱

6 8:15 坂牧　優太 CRC白山ヴィレッジ 大城  康孝 くまもと中央 時松　隆光 筑紫ヶ丘 小田　龍一 株式会社　Misumi

7 8:24 ※ 大倉　清 浮羽 池田　力 ゴルフパートナー 三重野　里斗 大分 北村　晃一 ミッションバレー

8 8:33 川野　裕太 溝辺 古賀　諒 ザ・クイーンズヒル 出水田　大二郎 フリー 鶴谷　竜一 麻生飯塚

9 8:42 小林　丈大 麻生飯塚 吉本　侑平 フリー 秋吉　翔太 ホームテック 和田　章太郎 フリー

10 8:51 ※田辺　一成 大博多 藤島　晴雄 進電テクノロジー 香妻　陣一朗 フリー 小田　孔明 プレナス

11 9:00 ※ 清水　大成 大博多 伊波　宏隆 茨木 手嶋　多一 ミズノ㈱ 永野　竜太郎 フリー

12 9:09 但馬　友 大分 尾辻　恵人 シュウテック TAIMUR　HUSSAIN フリー 佐藤　和紀 志摩シーサイド

13 9:18 山内　日菜子 宮崎レイクサイド 横田　吉宏 天山 齊藤　元貴 フリー 秋山　卓也 フリー

14 9:27 ※ 山口　泰知 オーシャンパレス 宮川  勝大 フリー 中村　護 佐賀ロイヤル 吉田　剛一 伊都

15 9:36 ※ 出利葉　太一郎 筑紫ヶ丘 合田　幸男 ホームテック 池村  寛世 フリー 新留　徹 玉名

16 9:45 ※岡村　了 ＪＲ内野 森　　雄大 伊都 安田　悠人 美らオーチャード 甲斐  範昭 島津

17 9:54 ※ 山下　大介 長崎 永本　泰三 天山 新城　強師 ウィズアップ 岩尾　直樹 北九州ゴルフアカデミー

18 10:03 ※ 合原　豊 麻生飯塚 西元　義人 (株)モナーク興産 加藤  伸二 光成ゴルフアリーナ 吉原　信次 フリー

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 7:30 ※ 山本　怜 宮崎レイクサイド ※後藤　大生 大分 下村　仁 伊都 櫻井　省吾 イノベーションゴルフアカデミー

20 7:39 ※ 山内　浩二 フェニックス ※林田　信男 若宮 小濱　祐樹 佐賀ロイヤル 神野　浩 浮羽

21 7:48 ※ 安部　寛章 ザ・クラシック 佐藤　浩司 福岡 堀　　芳浩 スポーツほぐるる 草野　忠重 フリー

22 7:57 ※ 内藤　滉人 大分 野元　貴弘 島津 照屋　佑唯智 福岡 安藤　有一 ㈱桝元

23 8:06 山元　貴大 麻生飯塚 牛島　英軌 ウッディ 蛭川   隆 高千穂 山下　英治 ミッションバレー

24 8:15 ※ 菊田　奨 青島 中島　邦宏 福岡 豊見里　友作 フリー 仲村　譲二 つくも

25 8:24 ※ 上村　竜太 チェリー鹿児島シーサイド 鈴木　優大 えんホールディングス 稗田　基樹 (株)丸栄 木村　忠昭 ㈱木村建設運輸

26 8:33 日南住　太作 ザ・クラシック 岩本　和徳 ブイサイン 福永　光伸 UMKテレビ宮崎 髙松　竜也 トータル・メディカルサービス

27 8:42 ※ 山本　竜也 大分中央 狩俣　昇平 フリー 成松　亮介 ザ・クイーンズヒル 白潟　英純 九州八幡

28 8:51 ※ 増田　裕太郎 大博多 黒木  紀至 ＵＭＫテレビ宮崎 宮國　雄一朗 フリー 伊澤　利光 フリー

29 9:00 ※石﨑　真央 大村湾 藤島　征次 フリー 小浦  和也 フリー 稲森　佑貴 グリーンゴルフ練習場

30 9:09 ※ 牛島　翔也 大博多 小田　新 鹿児島高牧 嘉数　光倫 エナジック 福永　安伸 UMKテレビ宮崎

31 9:18 黒田　裕己 リージェント宮崎 中村　栄太 (株)ソフトハウス 深堀　昌之 松田自動車整備工場 吉永　福未 (株)プラスセブン

32 9:27 川上　幸輝 トラストネットワーク㈱ ※吉田　祐貴 八女上陽 日髙　将史 フリー 岩橋　徹 有明

33 9:36 ※ 山本　敬三 宮崎国際 小野　重輝 筑紫ヶ丘 靑木  康高 司菊水 堀江　俊平 大野城スカイゴルフセンター

34 9:45 ※古堅　宗一 パームヒルズ 成冨　晃広 シンセイテクノス株式会社 阿部　剛丈　 フリー 日髙　良幸 京和

35 9:54 ※江口　信二 大博多 ※三島　大輝 福岡レイクサイド 槇　 清裕 リージェント宮崎 伊波　芳准 森川ゴルフガーデン

36 10:03 ※吉田　良彌 筑紫ヶ丘 狩俣　安志 フリー 八城　修治 フリー 龍　　顕一 九州ゴルフアカデミー

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、事前に九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）に、欠場届を提出すること。また、大会前日以降は
　　　  宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部（０９８５-８５-８５８５）に必ず連絡すること。

競技委員長　　　塚 根　卓 弥

２０１６ 九州オープンゴルフ選手権競技 決勝 組合せ表
( 第 1 ラ ウ ン ド ）　

宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部

九州ゴルフ連盟

平成２８年８月４日

（※印　アマチュア選手）


