
（第４日目）

アウト スタート

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

1 7:30 谷　　和也 ミッションバレー 230 児玉　章太郎 ミッションバレー 230 小杉　竜三 熊本空港 230

2 7:38 今村　大志郎 麻生飯塚 229 後藤  大翔 阿蘇大津 229 稲田  塁仁 宮崎国際 229

3 7:46 空　　真一郎 門司 229 井戸川  純平 宮崎大淀 228 池田　悠希 佐世保国際 228

4 7:54 本田　雅稔 司ロイヤル 228 山口  泰知 オーシャンパレス 228 吉行  直人 都城母智丘 228

5 8:02 菊田  奨 青島 227 髙江  龍星 長崎 227 渡辺  義也 花祭 227

6 8:10 吉田　祐貴 八女上陽 225 酒匂  雅崇 チェリー鹿児島シーサイド 225 菅    卓人 宮崎大淀 225

7 8:18 荒川　英二 福岡雷山 225 間柄  両真 八代 224 緒方　孔哉 九州学連 224

8 8:26 福田  圭輔 佐世保国際 224 四位　洸太郎 若宮 222 儀保　和 美らオーチャード 222

9 8:34 早田　貴洋 福岡サンレイク 222 枝川  吏輝 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 222 青木  尉 鹿児島国際 221

10 8:42 多良間　伸平 ベルビーチ 221 堂原  将道 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ 221 出利葉　太一郎 筑紫ヶ丘 220

11 8:50 中橋  隆慶 知覧 220 芹澤　慈眼 久住高原 220 上村　竜太 チェリー鹿児島シーサイド 218

12 8:58 小林　忍 西戸崎シーサイド 218 篠原  仕師命 湯布院 218 坂本　隆一 中津 217

13 9:06 宮川  勝己 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ 215 富本　虎希 美らオーチャード 213 安部　寛章 ザ･クラシック 213

14 9:14 葛城　史馬 中津 212 古川　雄大 大博多 212 玉城　海伍 カヌチャ 209

イン スタート                    

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

15 7:30 後藤  大生 大分 231 増田　裕太郎 大博多 231 朴　　法力 九州高連 230

16 7:38 山本  竜也 大分中央 231 山本  敬三 宮崎国際 231 永田  満 北山 231

17 7:46 石塚　祥利 福岡雷山 232 大村  浩輔 八代 231 長野　泰雅 福岡レイクサイド 231

18 7:54 松田  宜展 宮崎大淀 232 北川  和雅 宮崎国際空港 232 新城　北斗 九州学連 232

19 8:02 榎　　隆則 大分中央 232 佐藤  憲一 大分 232 土谷  雅博 大分竹中 232

20 8:10 徳重  虎大朗 鹿児島国際 233 林田　卓也 若宮 233 佐々木　茂 別府 233

21 8:18 川口  亮 ブリヂストン 234 野上　英司 ミッションバレー 234 長嶺　勝斗 エナジック瀬嵩 233

22 8:26 森薗  大河 ジェイズ鹿屋 235 平川  勝也 臼杵 235 井手尾  力 熊本空港 234

23 8:34 江口　信二 大博多 236 岩本  聖司 大分竹中 236 夏伐  蓮 宮崎大淀 235

24 8:42 八川　遼 夜須高原 237 山下  大介 長崎 236 津田　敏茂 福岡 236

25 8:50 工藤　英由紀 佐賀 238 平井  伸乃輔 くまもと中央 238 櫻井  豪 オーシャンパレス 237

26 8:58 西尾　公孝 佐賀 239 牟田  尚平 玉名 238 鶴久  慧 鹿北 238

27 9:06 水口　建二郎 ザ･クイーンズヒル 240 野上　泰生 小倉 240

28 9:14 大野　徹二 大博多 243 内田  世南 不知火 241

（注） 　（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。

第４７回  「九州アマチュア選手権競技 決勝」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

　　　　開 催 日 ： 平成２９年５月２６日(金）

　（２）　やむを得ない事情により欠場する場合は、大分カントリークラブ（０９７-５９５-１０８４）に必ず連絡すること。
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