
（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 井戸川　純平 宮崎大淀 226 内藤　滉人 大分 225 池田　悠希 佐世保国際 225

2 7:38 長野　泰雅 福岡レイクサイド 225 大倉　清 浮羽 225 田﨑　春樹 大村湾 225

3 7:46 青木　尉 鹿児島国際 224 中橋　隆慶 知覧 224 山口　泰知 オーシャンパレス 223

4 7:54 櫻井　豪 オーシャンパレス 223 大村　浩輔 八代 222 吉行　直人 都城母智丘 222

5 8:02 後藤　大翔 阿蘇大津 221 後藤　大生 大分 221 坂本　隆一 中津 220

6 8:10 空　真一郎 門司 220 稲田　愛篤 チサン遠賀 220 長野　正弥 グリーンヒル 219

7 8:18 早田　貴洋 福岡サンレイク 219 宮川　勝己 グリーンランドリゾート 219 安部　寛章 ザ・クラシック 219

8 8:26 後藤　颯太 大分 218 八川　遼 夜須高原 218 富本　虎希 美らオーチャード 218

9 8:34 坂本　優心 鷹羽ロイヤル 218 奥村　栄史郎 くまもと中央 217 上浦　雄大 チェリー鹿児島シーサイド 217

10 8:42 緒方　孔哉 九州学連 217 出利葉　太一郎 筑紫ヶ丘 217 儀保　和 美らオーチャード 217

11 8:50 平原　颯太 鷹羽ロイヤル 216 葛城　史馬 中津 215 芹澤　慈眼 久住高原 215

12 8:58 中村　志凪 宮崎国際 214 多良間　伸平 ベルビーチ 214 篠原　仕師命 湯布院 214

13 9:06 山本　竜也 大分中央 213 児玉　章太郎 ミッションバレー 212 村上　颯汰 八代 212

14 9:14 枝川　吏輝 グランドチャンピオン 211 玉城　海伍 カヌチャ 210 古川　雄大 大博多 207

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 田中　恵太 大村湾 227 廣永　泰地 九州高連 227 吉田　祐貴 八女上陽 226

16 7:38 佐藤　海斗   ミッションバレー 228 中野　恵将 北九州 228 満潮　辰一郎 志摩シーサイド 227

17 7:46 菅　卓人 宮崎大淀 229 金城　五貴 カヌチャ 228 原　悠太郎 佐世保・平戸 228

18 7:54 山田　竜義 グリーンランドリゾート 229 古川　創大 フェニックス 229 林田　直也 若宮 229

19 8:02 石塚　祥利 福岡雷山 230 竹本　健太 福岡雷山 230 豊里　裕士 美らオーチャード 229

20 8:10 田中　元基 鷹羽ロイヤル 230 加藤　重成 大分中央 230 五十森　達哉 福岡雷山 230

21 8:18 松村　康博 湯の浦 230 菊田　奨 青島 230 内田　世南 不知火 230

22 8:26 小島　慎平 宮崎レイクサイド 231 林田　卓也 若宮 231 豊田　篤弘 司ロイヤル 231

23 8:34 上浦　一朝 チェリー鹿児島シーサイド 232 岩本　聖司 大分竹中 232 古波津　陽 美らオーチャード 231

24 8:42 米野　功史郎 くまもと中央 233 仲村　達也 かねひで喜瀬 233 山下　大介 長崎 233

25 8:50 田村　幸太郎 大分富士見 234 金城　大夢 美らオーチャード 234 島戸　太一 チサン遠賀 233

26 8:58 川口　亮 ブリヂストン 234 田中　健太 大村湾 234 坂口　哲広 パサージュ琴海 234

27 9:06 八木　昇 志摩シーサイド 235 岩本　慎作 あつまる阿蘇赤水 235 渡辺　義也 花祭 235

28 9:14 岩下　政稔 リージェント宮崎 240 椎葉　祐太 西戸崎シーサイド 238 小屋敷　幸二 南九州 236

（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。

　（３）　第４日目の組合せおよびスタート時刻は、第３日目競技終了後成績順に組合せの上掲示する。

第４８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３０年６月１日(金）

　（２）　やむを得ない事情により欠場する場合は、知覧カントリークラブ（0993-83-4711）に必ず連絡すること。

　　　　コ ー ス　： 知覧カントリークラブ

　　　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

競技委員長　　塚 根　卓 弥


