
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

アウトコース 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

1 7:30 ※　荒木　嘉一 志摩シーサイド ※　山路　浩恭 筑紫ヶ丘 宮川　勝大 フリー 伊藤　尚貴 夜須高原CC

2 7:39 ※　松岡　國男 志摩シーサイド ※　松尾　憲治 筑紫ヶ丘 内山　海聡 フリー 大曲　彰吾 夜須高原CC

3 7:48 ※　松井　優　 二丈 ※　成世　匡章 筑紫ヶ丘 木村　忠昭 ㈱木村建設運輸 山地　春浄 夜須高原CC

4 7:57 ※　安河内　努 久山 ※　宮本　敏憲 筑紫ヶ丘 熊本　侑三 筑紫野CC 佐藤　和紀 志摩シーサイドCC

5 8:06 ※　井上　峰夫 浮羽 ※　河野　凌大 筑紫ヶ丘 大輪　大 筑紫野CC 吉田　祐貴 フリー

6 8:15 ※　山﨑　義也 浮羽 ※　秋山　司　 筑紫ヶ丘 上原　大紀 筑紫野CC 小濱　祐樹 ジャンボゴルフセンターフクオカ

7 8:24 ※　千葉　拓之 浮羽 ※　藤野　賢児 筑紫ヶ丘 今福　宇輝人 ㈱福岡地行 福崎　宏隆 ヒューマンエステート

8 8:33 ※　大熊　祈佳 浮羽 ※　築島　正憲 筑紫ヶ丘 ※　藤木　久臣 ザ・クイーンズヒル 飯田　雄介 フリー

9 8:42 ※　馬場　健輔 九州学連 ※　水永　礼 　 筑紫ヶ丘 ※　大矢　誠　 ザ・クイーンズヒル 永本　泰三 ㈱丸清

10 8:51 ※　巫耀微　 　 九州学連 ※　山邊　健喜 夜須高原 ※　西嶋　元風 ザ・クイーンズヒル 山田　聖也 フリー

11 9:00 ※　木村　俊介 九州学連 ※　江島　真也 福岡サンレイク ※　髙尾　陽介 八女上陽 冨田　佑作 フリー

12 9:09 ※　吉﨑　大樹 九州学連 ※　江口　信二 大博多 ※　末次　史弥 八女上陽 長田　真矩 ㈱髙田総建

13 9:18 ※　小村　優太 九州学連 ※　立石　勇　 大博多 ※　久間　敏弘 八女上陽 上野　慎平 フリー

14 9:27 ※　仲田　和真 九州学連 ※　宮本　英樹 大博多 ※　吉水　晴耶 九州高学連

15 9:36 ※　二島　進 　 福岡センチュリー ※　船本　夏生 九州高学連 松永　王花 ㈱ライフフィールド
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16 7:30 ※　杉本　渉　 福岡 ※　中越　龍希 九州学連 福谷　直永 福岡ゴルフクリニック 高田　麗弥 玉名CC

17 7:39 ※　山内　辰祟 福岡 ※　成松　翔　 九州学連 平嶋　友輔 フリー 亀谷　長憲 フリー

18 7:48 ※　山川　雄太郎 福岡雷山 ※　一木　優輝 九州学連 北原　成史 セイホーゴルフガーデン 坂牧　優太 結樹工業

19 7:57 ※　平本　一基 小郡 ※　和木　健城 九州学連 安河内　蓮 芥屋GC 三島　大輝 あんしん保証

20 8:06 ※　福田　直行 小郡 ※　川越　夏彦 九州学連 増田　裕太郎 芥屋GC 澤井　紀之 オレンジゴルフ前原

21 8:15 ※　福田　正夫 セブンミリオン ※　山下　竜弥 太宰府 池田　拓史 芥屋GC 並河　利隆 フリー

22 8:24 ※　藍園　大護 セブンミリオン ※　成世　信長 筑紫ヶ丘 石橋　空 佐賀CC 下村　仁 伊都GC

23 8:33 ※　竹上　徳隆 皐月 ※　大石　勤 　 筑紫ヶ丘 ※　和佐　存真 有明 吉田　剛一 伊都GC

24 8:42 ※　安永　龍浩 皐月 ※　原田　開 　 筑紫ヶ丘 ※　松本　廣秋 有明

25 8:51 ※　木村　智哉 西戸崎シーサイド ※　小島　隆治 筑紫ヶ丘 ※　荒巻　孝治 有明 冨安　貴竜 福岡センチュリーGC

26 9:00 ※　﨑村　和喜 西戸崎シーサイド ※　藤尾　浩二 筑紫ヶ丘 ※　荒巻　一成 有明 山根　蓉矢 福岡センチュリーGC

27 9:09 ※　高田　雅野 西戸崎シーサイド ※　梶原　保明 筑紫ヶ丘 ※　椛島　裕一 有明 田口　寛 福岡センチュリーGC

28 9:18 ※　俵　亘 　　 西戸崎シーサイド ※　川鍋　幸治 筑紫ヶ丘 ※　荒巻　達児 有明 村上　颯汰 福岡センチュリーGC

29 9:27 ※　森　応隣　 ザ・クイーンズヒル ※　大嶋　文昭 筑紫ヶ丘 ※　松本　和洋 有明 織掛　和郎 フリー

30 9:36 ※　山本　博之 ザ・クイーンズヒル ※　柳谷　聖　 筑紫ヶ丘 櫻井　省吾 テゲテゲゴルフチャンネル

31 9:45 ※　西嶋　節夫 ザ・クイーンズヒル ※　西園　光則 筑紫ヶ丘 小野　雅瑛 ㈱ネクストステージ

注意事項

（１）上記の参加者に欠場者がある場合は、組合せの一部を変更することがある。

（２）やむを得ない事情により欠場する場合は、開催２日前までは所属クラブを通じ事前に九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）に文書で通知すること。
　　 　また、開催前日以降については 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ（０９２-９５２-６０１２）に必ず連絡すること。

（３）予選通過者は、１４名とする。なお、予選通過者にタイが出た場合はマッチングスコアカード方式により決定する。

（４）天候等の理由により競技が成立するホール数を終了できなかった場合、予備日（５月１９日）を使用することがある。
競技委員長　　財木　洋一 

２０２２  「九州オープンゴルフ選手権競技 （予選）」 組合せ表
１８ホールズ・ストロークプレー　

コ ー ス　： 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
開 催 日 ： ２０２２年５月１８日(水）

※　アマチュア


