
18ホール・ストロークプレー

アウトコース 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

23 11:30 ※保科　太寿 周防灘 80   園田　謙介 ㈱プレイス不動産販売 74   今福　宇輝人 福岡地行 87

24 11:39 ※田村　三成 ミッションバレー 73   髙良　恭祐 エナジック瀬嵩 80   平原　颯太 鷹羽ロイヤル 83

25 11:48 ※黒田　泰生 チェリー宇土 70   白潟　英純 九州八幡 72   小林　丈大 麻生飯塚 84

26 11:57   佐藤　佑樹 熊本空港 78   吉永　福未 フリー 77   神野　浩 佐賀 74

27 12:06 ※山本　大勢 鷹羽ロイヤル 71   宮川　勝己 阿蘇グリーンヒル 74   新留　徹 玉名 72

28 12:15 ※有薗　純 霧島 75   並河　利隆 フリー 72   坂本　隆一 くまもと中央 69

29 12:24 ※遠藤　崇真 鹿児島国際 69   鶴谷　竜一 東弘ビルサービス 74   森　雄大 伊都 73

30 12:33 ※池田　拓史 鹿児島国際 77   中村　拓 エスツアーズ 81   下村　仁 伊都 80

31 12:42 ※横山　翔伍 青島 72   野邊　穣 串間ゴルフガーデン 84   大冝見　賢人 中田会館 68

32 12:51 ※米　誠ノ心 南九州 72   川上　幸輝 See block 74   稲田　愛篤 玄海 67

33 13:00 ※丸尾　怜央 青島 73   具志　武治 沖広グループ 72   日置　豊一 フリー 71

インコース 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

34 11:34 ※田﨑　春樹 大村湾 71   冨永　大誠 フリー 71   秋吉　翔太 ホームテック 69

35 11:43 ※仲田　和真 九州学生ゴルフ連盟 73 ※古川　創大 フェニックス 69   小田　孔明 フリー 67

36 11:52 ※後藤　大翔 阿蘇大津 76   鈴木　理央 フリー 75   諸藤　将次 ディライトワークス 69

37 12:01 ※児玉　章太郎 ミッションバレー 72   山﨑　雄大 フリー 74   熊本　侑三 筑紫野 78

38 12:10 ※米山　慶 南九州 73   小浦　和也 フリー 72   山下　英治 フリー 72

39 12:19 ※内藤　滉人 大分 75   吉原　伸治 フリー 71

40 12:28 ※奥村　栄史郎 くまもと中央 72   木村　佳昭 ㈱木村建設運輸 69   香妻　陣一朗 フリー 68

41 12:37 ※秋山　隆之介 夜須高原 77   糸山　健太郎 ナウヒア 74   比嘉　一貴 フリー 73

42 12:46 ※大村　浩輔 八代 70   鈴木　優大 えんHD 72   福永　安伸 テレビ宮崎 69

43 12:55 ※杉﨑　優人 佐世保 75   小田　新 鹿児島高牧 77   牛島　翔也 福岡サンレイク 71

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。競技当日、会場のインフォメーションボードを確認すること。　

　（２）　やむを得ない事情により欠場する場合は、佐賀クラシックゴルフ倶楽部（０９５２-７５-２００１）に必ず連絡すること。

　（３）　スタートの呼出しは一切行わないので、各自のスタート時刻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。

　（４）　第3日目の組合せ表は第2ラウンドまでの成績を基に組合せの上、九州ゴルフ連盟ホームページに掲載する。

　（５）　天候などの事情により規定のホール数を消化できなかった場合は予備日（６月２１日）を使用する。

委員長　　　川 畑　孝 則

２０２１ 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　　午後の部 ）　

主 催 ： 九 州 ゴ ル フ 連 盟

開 催 日 ： ２ ０ ２ １ 年 ６ 月 １ ８ 日

コース：佐賀クラシックゴルフ倶楽部

（※印　アマチュア選手）


