
OUT　No.1TEE IN　No.10TEE

NO START PLAYERS 所属 初日 決勝 NO START PLAYERS 所属 初日 決勝 NO START PLAYERS 所属 初日 決勝 NO START PLAYERS 所属 初日 決勝

野上　泰生＠ 小倉CC 山本 宣正＠ 周防灘CC 渡辺 洋之＠ 福岡CC 大山 忠成＠ 京都CC

高城　英則＠ チェリーGC小倉南 土谷 雅博＠ 大分竹中ＣＣ 森坪 秀明＠ かほGC 坂本 優心＠ 若宮GC

田中 栄二 ミッションバレーGC 金 度勲 JDX 秋山 卓也 フリー 三品 貴泰 法仙坊GC

手嶋　啓二 若松GC 井戸木 鴻樹 小野東洋GC 大冝見 賢人 福岡雷山GC 坂牧 優太 CRC白山ヴィレッジGC

金山 孝＠ 別府の森GC 五十森 達哉＠ 福岡雷山GC 相本 慶二郎＠ 大博多CC

芹澤 慈眼＠ 久住高原GC 小杉 康之＠ 熊本空港CC 山本 竜也＠ 大分中央GC 木下 明＠ 古賀GC

吉本 侑平 フリー 田村 尚之 ダイクレ 坂本 直孝 サンゴルフ 岩本　慎作＠ 肥後サンバレーCC

横田 吉宏 天山CC 星野 英正 フリー 宮川 勝大 フリー 山下 英治 ミッションバレーGC

古川 雄大＠ 大博多CC 高尾 陽介＠ 浮羽CC 福田 真吾＠ 夜須高原CC 田中 良明＠ 若松GC

出利葉 太一郎＠ 筑紫ヶ丘GC 吹野 耕一＠ 富士CC笠間 池田 悠希＠ 佐世保国際CC 谷口 拓也＠ JGA

福永 光伸 UMKテレビ宮崎 高山　忠洋 スターツ 仲村 譲二 つくもゴルフコース 浜田 和也＠ 瀬板の森北九州GC

山本 隆允 福岡雷山GC 増田 伸洋 ドーム 坂田 雅樹 SAKATA 中村 護 佐賀ロイヤルGC

加藤 重成＠ 大分中央GC 榎本 剛之＠ 袖ヶ浦CC 川内 聖彦＠ 天山CC 冨田 佑作＠ 西日本CC

佐藤 良太＠ 周防灘CC 小林 幹平＠ 若松GC 島戸 太一＠ 瀬板の森北九州GC 後藤 大生＠ 大分CC

小浦 和也 フリー トーマス･ピーターソン レーク･マーセッドGC 蛭川 隆 高千穂CC 美村 凌我＠ 秀岳館高等学校

稗田 基樹 丸栄 小田 龍一 Misumi 吉永 福未 プラスセブン 小林 丈大 麻生飯塚GC

有吉 祐＠ 若松GC 中部 隆＠ 袖ヶ浦CC 高野 欣也＠ フェニックスGA 安部 寛章＠ ザ・クラシックGC

平井 皇太＠ 奄美CC 牛島 中＠ 志摩シーサイドCC 高山 豊＠ 小倉CC 後藤 未有＠ 鷹羽ロイヤルCC

佐藤 祐樹 熊本空港CC 永野 竜太郎 フリー 安河内 蓮＠ 筑紫ヶ丘GC 中野 修一 鷹羽ロイヤルCC

森本　雄 フリー 薗田 峻輔 フリー 岩橋 徹 有明CC 吉原 信次 フリー

近藤　高一郎@ 麻倉ＧＣ 大倉 清＠ 浮羽CC 新井 友京＠ 古賀GC 辻田 昭吾＠ くまもと中央CC

平田 祐三＠ 下関GC 尾家 清孝＠ 周防灘ＣＣ 仲井 義輝＠ 長崎国際大学 長田 真矩＠ 大博多CC

合田 幸男 ホームテック 宮本 勝昌 ハートンホテル 梶原 英明 GOLF ACADEMY EAGLE 18 嘉数 光倫 エナジック

貞方　章男 アイダ設計 宮里 優作 フリー 高松 竜也 トータル・メディカルサービス 小田 新 鹿児島高牧CC

松崎 繁＠ チサン遠賀ＣＣ 松山 英治＠ 周防灘CC 温井 巧造＠ 岩国CC 李 誠＠ 中須GC

山本 浩＠ 呉CC 扇 慶太朗＠ オーシャンパレスGC 金子 純也＠ 長崎国際大学 臼田 完次＠ 司ロイヤルGC

広田 悟 トーシン 小田 孔明 プレナス 舟橋 龍聖＠ JGA 長田 力 ザ･クラシックGC

伊澤 利光 伊澤ゴルフアカデミー 谷原 秀人 ISPS 池田 力 フリー 山本 己沙雄 ピエトロ

川原 隆利＠ 九州GC八幡コース 小林 忍＠ 西戸崎シーサイドCC 清田 武＠ 北九州CC 田中 勝也＠ 玄海GC

林 文男＠ 浮羽CC 吉田 良彌＠ シェイクスピアCC 板井 健勝＠ 中津CC 矢野 雄三＠ 茜GC

狩俣 安志 フリー 日下部 幸之助 福岡セヴンヒルズGC 宮国　雄一郎 フリー 村松 孝彦 クレイジー

深堀 昌之 松田自動車整備工場 竹谷 佳孝 エー・エム・エス 櫻井 省吾 インターオートグループ 伊東 長明 フリー

末松 雅彦＠ チェリーGC小倉南 坂本 貴一＠ 若松GC 牛島 翔也＠ 大博多CC 津田 敏茂＠ 福岡CC

占部 芳和＠ 九州GC八幡 荒川 英二＠ 福岡雷山GC 佐野　徹＠ 別府扇山GC 小園　浩己＠ 成田ＧＣ

重永 亜斗夢 ホームテック 友利 勝良 サニクリーン 中川　拓哉＠ 若宮GC 細田 尚孝 中森かいてき薬局

稲森 佑貴 グリーンゴルフ練習場 木村　忠昭 木村建設運輸 三重野 里斗 大分CC 木村　佳昭 浮羽CC

宮城 マルコ＠ かほGC 林田 信男＠ 若宮GC 竹本 健太＠ 福岡雷山GC

野上 英司＠ ミッションバレーGC 清水 大成＠ 大博多CC 林 明＠ 関西GC

高橋 勝成 Ｉ.T.O.JAPAN&co 白潟 英純 九州GC八幡 西村　一輝 宇部72CC

S･K･ホ GOLDIA 石川 裕貴 フリー 尾辻　恵人 シュウテック

※この組合せは欠場者があった場合、変更することがあります。

10 8:51 20 10:21 10 8:56

18 10:08

9 8:42 19 10:12 9 8:47 19 10:17

8 8:33 18 10:03 8 8:38

16 9:50

7 8:24 17 9:54 7 8:29 17 9:59

6 8:15 16 9:45 6 8:20

14 9:32

5 8:06 15 9:36 5 8:11 15 9:41

4 7:57 14 9:27 4 8:02

12 9:14

3 7:48 13 9:18 3 7:53 13 9:23

2 7:39 12 9:09 2 7:44

※＠はアマチュア

1 7:30 11 9:00 1 7:35 11 9:05

１ｓｔ 九州サーキット
若松ゴルフ倶楽部

2016.4.2．Sat 第13回 北九州オープンゴルフトーナメント 6,744yards/Par72


