
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第4日目） 開 催 日 ： 平成３０年８月５日

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   大城　康孝 くまもと中央 214   仲村　譲二 フリー 214   稗田　基樹 キミエコーポレーション 214

2 7:38 ※山口　泰知 オーシャンパレス 214   日南住　太作 ザ・クラシック 214   藤島　晴雄 進電グループ 214

3 7:46   小浦　和也 フリー 213   森　雄大 伊都 213   阿部　剛丈 フリー 213

4 7:54   野元　貴弘 島津 213   秋山　卓也 フリー 213   吉永　智一 TKUテレビ熊本 212

5 8:02   長谷　和宏 ゴルフパラダイス飯塚店 211   嘉数　光倫 エナジック 211   園田　謙介 ㈱プレイス不動産販売 211

6 8:10   出水田　大二郎 TOSS 211 ※多良間　伸平 ベルビーチ 211   貞方　章男 アイダ設計 211

7 8:18   照屋　佑唯智 ㈱まる 210   新城　強師 あぐーマジック 210   蛭川　隆 キミエコーポレーション 209

8 8:26   小田　孔明 プレナス 209   稲森　佑貴 フリー 209   福永　安伸 UMKテレビ宮崎 208

9 8:34   成冨　晃広 シンセイテクノス㈱ 207   藤島　征次 ロイズコーポレーション 206   日髙　将史 フリー 206

10 8:42   秋吉　翔太 ホームテック 205 ※古川　雄大 大博多 204   北村　晃一 ミッションバレー 203

11 8:50   宮下　進一 南九州 202   黒木　紀至 UMKテレビ宮崎 202   比嘉　一貴 フリー 200

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

12 7:30   神野　浩 大和スポーツスカイショット 214   宮川　勝大 フリー 214   吉永　福未 フリー 214

13 7:38 ※緒方　孔哉 チェリー鹿児島シーサイド 215   狩俣　昇平 フリー 215   長田　真矩 フリー 215

14 7:46   冨永　大誠 フリー 216   小林　丈大 麻生飯塚 215   野上　貴夫 DTC 215

15 7:54   波当根　弓彦 ヴィクトリア・ゼビオ大分店 216   和田　章太郎 フリー 216   牛島　翔也 福岡サンレイク 216

16 8:02   吉原　信次 夜須高原 217   糸山　健太郎 ナウヒア 217   尾方　友彦 ミッションバレー 217

17 8:10 ※松村　康博 湯の浦 217   森　正尚 芥屋 217   小田　新 鹿児島高牧 217

18 8:18   伊波　芳准 森川ゴルフガーデン 218 ※平井　皇太 奄美 218   並河　利隆 福岡フードサプライ 218

19 8:26   福永　光伸 UMKテレビ宮崎 220   木原　勇也 大野城スカイゴルフセンター 219   成松　亮介 ザ・クイーンズヒル 219

20 8:34   中村　護 佐賀ロイヤル 221   三重野　里斗 キミエコーポレーション 221   坂牧　優太 結樹工業 220

21 8:42   岩本　和徳 ブイサイン 223   山下　英治 フリー 222

22 8:50   合田　幸男 ホームテック 227   堀江　俊平 大野城スカイゴルフセンター 223

（注） 　（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。　

競技委員長　　塚 根  卓 弥

（※印　アマチュア選手）

２０１８ 九州オープンゴルフ選手権競技 決勝 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

コ ー ス　： 鹿児島高牧カントリークラブ

　（２）　病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に鹿児島高牧カントリークラブ（０９９５-５２-１６０３）に必ず連絡すること。


