
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 8:30 田中　元基 ドラッグコーエイ 早川　正一郎 小嶺ゴルフアカデミー ※　宮城　マルコ かほ ※　伊澤　丈一郎 北九州

2 8:39 髙橋　誠 ㈱日本きもの 金城　和弘 キミエコーポレーション㈱ ※　島津　健太郎 チサン遠賀 ※　高山　豊 小倉

3 8:48 一宮　健 フリー 新原　隆太 フリー ※　新井　智幸 チサン遠賀 ※　後藤　俊一朗 若松

4 8:57 合田　幸男 ホームテック 坂本　隆一 フリー ※　渡辺　智之 チェリー小倉南 ※　宇山　喜与人 若松

5 9:06 山中　義仁 一太郎グループ 迎　将徳 フリー ※　内藤　滉人 大分 ※　林　寛太 福岡国際

6 9:15 中村　たく エスツアーズ ※　山本　大勢 鷹羽ロイヤル ※　村上　友英 大分 ※　曽我部　達人 福岡国際

7 9:24 永田　吉秀 セイコウゴルフガーデン ※　姜　久史 鷹羽ロイヤル ※　池田　洸祐 大分 ※　松島　生龍 福岡フェザント

8 9:33 山部　拓斗 セイコウゴルフガーデン ※　吉永　匡一郎 鷹羽ロイヤル ※　福留　響 大分 ※　江渕　直久 別府

9 9:42 松本　祐希 フリー ※　大和　隆康 鷹羽ロイヤル ※　江上　敦哉 大分 ※　内田　安彦 別府

10 9:51 佐々木　正樹 SSSゴルフ ※　木村　謙治 鷹羽ロイヤル ※　伊東　渚 大分 ※　本間　義雄 中津

11 10:00 髙松　竜也 トータルメディカル・サービス ※　関野　晃希 鷹羽ロイヤル ※　鬼束　雅智 大分 ※　林　駿馬 中津

12 10:09 吉永　福未 フリー ※　関野　雄希 鷹羽ロイヤル ※　石井　大聖 大分 ※　田原　強 別府の森

インコース 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

13 8:30 中野　修一 鷹羽ロイヤル 篠原　仕師命 フリー ※　山田　茂法 九州八幡 ※　髙橋　孝治 京都

14 8:39 小林　丈大 麻生飯塚 藤川　守 フリー ※　安田　哲生 九州八幡 ※　杉野　弘幸 京都

15 8:48 日南住　太作 ザ・クラシック 菊地　諒 ミッションバレー ※　北原　潤一 九州八幡 ※　山本　駿太 京都

16 8:57 篠原　剛 熊本空港 中村　志凪 フリー ※　足岡　秀次 白木 ※　末次　勝貴 勝山御所

17 9:06 児玉　和生 SUNGOLF＆RESORTS 山部　泰樹 セイコウゴルフガーデン ※　森　忠明 白木 ※　市丸　貴翔 勝山御所

18 9:15 林田　卓也 SUNGOLF＆RESORTS ※　神谷　正博 ミッションバレー ※　安達　順一 白木 ※　坂田　幸範 福岡レイクサイド

19 9:24 平井　一也 有吉祐睡眠クリニック ※　後根　愛斗 ミッションバレー ※　竹内　善治 大分サニーヒル ※　若﨑　雄介 SUNGOLF＆RESORTS

20 9:33 川上　幸輝 ㈱サクライサービス ※　古賀　遼平 ミッションバレー ※　中晴　亮二 大分サニーヒル ※　齋木　智善 九州学生ゴルフ連盟

21 9:42 小原井　篤 フリー ※　世良　博 ミッションバレー ※　加藤　重成 大分中央 ※　大嶋　彬楽 九州学生ゴルフ連盟

22 9:51 平原　颯太 鷹羽ロイヤル ※　大坪　耀 ミッションバレー ※　樋口　新一 大分中央 ※　後藤　謙治 別府扇山

23 10:00 永原　将 フリー ※　石橋　拓門 ミッションバレー ※　岡村　貴志 久住高原 ※　芝田　泰明 別府扇山

24 10:09 渡邉　弘泰 若松 ※　宗光　徹 ミッションバレー ※　入江　貴士 久住高原 ※　新原　正義 大分竹中

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 小倉カンツリー倶楽部（０９３-４７１-７６１１）に必ず連絡すること。

（３）予選通過者は、11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　　村田　哲也

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　： 小倉カンツリー倶楽部

開 催 日 ： ２０２２年５月１８日(水）

※アマチュア


