
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

小窪　都斗@ かごしま空港36CC +9 大倉　清@※ 浮羽CC +2 野上　英司＠※ ミッションバレーGC +9 中野　惠將＠ 北九州CC +13

林　文男@※ 浮羽CC +9 芹澤　慈眼＠ 東北福祉大学 +2 江口　信二＠ 大博多CC +9 福山　貴信＠※ 若松GC +14

佐藤　和紀 志摩シーサイドCC +2 貞方　章男 アイダ設計 -1 仲村　譲二 フリー +2 狩俣　安志 フリー +3

すし石垣 悠プロダクション +1 香妻　陣一朗 フリー -1 園田　謙介 プレイス不動産販売 +2 福永　安伸 UMKテレビ宮崎 +3

麻生　俊之＠ 北九州CC +9 枝川　吏輝＠ グランドチャンピオンGC -1 村山　嘉彦＠※ 熊本空港CC +9 山上　和之＠※ 若松GC +14

津田　敏茂＠※ 福岡CC +8 児玉　章太郎＠ 東海大学九州 -1 陣内　優也@ 花祭GC +9 浅海　健二＠※ プレジデントCC山陽 +14

岩田　寛 フリー +1 小田　孔明 プレナス -1 酒匂　雅祟 熊本空港CC +2 永野　竜太郎 フリー +3

狩俣　昇平 フリー +1 小林　正則 フリー -2 白潟　英純※ 九州GC八幡コース +2 小鯛　竜也 フリー +3

辻田　昭吾＠※ くまもと中央CC +8 稲森　佑貴 国際スポーツ振興協会 -2 伊藤　健心@ 皐月GC天拝コース +10 森　芳勝＠ 大博多CC +14

坂本　達也＠ 麻生飯塚GC +8 中島　邦宏 ホームテック -2 水口　建二郎＠ 芥屋GC +10 小林　慶一＠※ 霞ヶ関CC +14

宮里　優作 フリー +1 坂牧　優太 結樹工業 -2 諸藤　将次 ディライトワークス +2 髙橋　孝治＠※ 京都CC +14

佐藤　佑樹 熊本空港CC +1 成松　亮介 ザ・クイーンズヒルGC -2 横尾　要 フリー +2 野上　貴夫 ホームテック +3

藤本　直樹@ 若宮GC +8 池村　寛世 ディライトワークス -3 林田　卓也＠ 若宮GC +10 山本　圭亮＠ 周防灘CC +14

伊鹿倉　実＠※ かほGC +8 秋吉　翔太 ホームテック -3 温井　巧造＠※ 柳井CC +10 山本　浩＠※ 我孫子GC +14

藤島　晴雄 進電グループ +１ 時松　隆光 筑紫ヶ丘GC -３ 増田　伸洋 フリー +2 山中　均＠※ 福岡国際CC +15

今井　陽介 R.E.WORKS +１ 吉田　京介＠ 中津CC -３ 薗田　峻輔 フリー +2 日下部　光隆※ ゼウスエンタープライズ +3

中村　宏樹＠ 瀬板の森北九州GC +8 成冨　晃広 フリー -３ 田中　良明@ 若松GC +10 徳光　正則＠※ ザ・クラシックGC +16

平田　祐三@※ 下関GC +7 照屋　佑唯智 まる -３ 三奈木　幸二＠ 中須GC +11 兼城　英輔＠ 佐賀CC +16

長谷　和宏 ゴルフパラダイス飯塚店 +１ 北村　晃一 ダック技建 -４ 嘉数　光倫 エナジック +2 有吉　祐＠※ 若松GC +16

小西　奨太 小樽CC 0 寺西　明※ 安原HD -6 日髙　将史 フリー +2 高山　忠洋 スターツ +3

小杉　康之@※ 熊本空港CC +7 世良　博＠ ミッションバレーGC +11 永野　勝利＠※ 周防灘CC +17

林　寛太＠ 福岡国際CC +7 木村　謙治＠※ 鷹羽ロイヤルCC +12 新原　正義＠※ 大分竹中CC +17

重永　亜斗夢 ホームテック 0 岡村　了 平川CC +3 畑尾　昭彦＠※ プレジデントCC山陽 +18

比嘉　一貴 フリー 0 永井　直樹 フリー +3 新里　倫啓 賀茂CC +4

坂本　優心＠ 大阪学院大学 +6 長野　毅＠※ 福岡サンレイクGC +12

黒田　泰生＠ チェリーゴルフ宇土コース +6 林田　信男＠ 若宮GC +12

黒木　紀至 UMKテレビ宮崎 0 冨永　大誠 フリー +3

大冝見　賢人 中田会館 0 三浦　春輝 エナジック +3

高尾　陽介@※ 八女上陽GC +6 神宮　隆光＠※ 九州GC八幡コース +12

安河内　蓮＠ 筑紫ヶ丘GC +5 山内　辰祟＠※ 福岡CC +13

小浦　和也 フリー 0 藤島　征次 ロイズコーポレーション +3

出水田　大二郎 TOSS -1 木村　佳昭 木村建設運輸 +3

競技委員長
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※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。
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＊＠はアマチュア，※はシニア対象選手

1 9:30 9 10:50 1 9:00 9 10:20

Final 　　　九州サーキット
若松ゴルフ倶楽部

2021.3.28．Sun 第17回 北九州オープンゴルフトーナメント 6,827yards/Par72


