
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第3ラウンド） 開 催 日 ： ２０２２年６月１９日(日)

アウト(ブーゲンビレア) 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   境　翔吾 ㈱ゼンケイ 148   宮國　雄一朗 eX GOLF LAB 148   溝口　雄太 フリー 148

2 7:39 ※木下　大峰 佐賀CC 148   福山　朝也 フリー 148   稗田　基樹 フリー 148

3 7:48 ※吉田　京介 中津CC 147   木村　佳昭 ㈱木村建設運輸 147   小林　忍 西戸崎開発 147

4 7:57   山下　英治 フリー 146 ※田﨑　春樹 大村湾CC 146   林田　卓也 TGA 146

5 8:06 ※有薗　純 霧島GC 146   平原　颯太 鷹羽ロイヤルCC 146   長嶺　勝斗 エナジック 145

6 8:15   新留　徹 玉名CC 145   森　雄大 伊都GC 145   増田　裕太郎 芥屋GC 145

7 8:24   大城　康孝 くまもと中央CC 145   安田　悠人 フリー 145   児玉　和生 TGA 144

8 8:33   中島　邦宏 ホームテック 144   波当根　弓彦 ヴィクトリア・ゼビオ・大分店 144   菊田　奨 フェニックスCC 144

9 8:42   仲村　譲二 フリー 144   小浦　和也 NEXTEP 144   宮川　勝大 まえだクリニック 143

10 8:51   石崎　真央 エピクルー 143   秋吉　翔太 ホームテック 142   狩俣　昇平 フリー 141

11 9:00   中村　志凪 フリー 141   黒木　紀至 UMKテレビ宮崎 139   宮里　優作 フリー 138

イン(デイゴ) 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   坂牧　優太 結樹工業 149   木村　忠昭 ㈱木村建設運輸 149 ※黒田　泰生 チェリーゴルフ宇土コース 148

13 7:39   稲森　佑貴 国際スポーツ振興協会 149   阿部　剛丈 フリー 149   牛島　翔也 福岡サンレイクGC 149

14 7:48   篠原　剛 フリー 150   藤井　勇 ブリヂストンスポーツセールスジャパン 149   村上　由眞 熊本空港CC 149

15 7:57   熊本　侑三 筑紫野CC 151   神野　浩 佐賀CC 151   玉城　海伍 クリード沖縄 150

16 8:06   秋山　卓也 ㈱ニシオ 151 ※坂本　優心 鷹羽ロイヤルCC 151 ※秋山　隆之介 夜須高原CC 151

17 8:15   伊波　芳准 森川ゴルフガーデン 152   小林　丈大 麻生飯塚GC 152   横田　吉宏 ひらまつ病院 151

18 8:24   宮川　勝己 阿蘇グリーンヒルCC 152   狩俣　安志 フリー 152   伊波　邦准 森川ゴルフガーデン 152

19 8:33   齊藤　耕太 エナジック 153   上村　竜太 セガミック 153   髙松　竜也 トータル・メディカルサービス 153

20 8:42 ※中越　龍希 九州学生ゴルフ連盟 154   冨永　大誠 フリー 154 ※後藤　大翔 阿蘇大津GC 154

21 8:51   新原　隆太 玄海GC 155   大冝見　賢人 中田会館 155   稲田　愛篤 玄海GC 155

22 9:00   一宮　健 フリー 157 ※吉永　匡一郎 鷹羽ロイヤルCC 157 ※山本　大勢 鷹羽ロイヤルCC 157

23 9:09 ※小村　優太 九州学生ゴルフ連盟 164 ※村柗　陸 グリーンランドリゾートGC 163 ※吉山　朋幸 PGMゴルフリゾート沖縄 163

注意事項
　（１）  上記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。当日会場のインフォメーションボードを確認すること。　

 

委員長　　　川 畑　孝 則

（※印　アマチュア選手）

２０２２ 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　： PGMゴルフリゾート沖縄

　（２）　欠場する場合はPGMゴルフリゾート沖縄に必ず届け出ること。


