
平成２８年４月７日（木） 組合せ及びスタート時刻（第１日） プロ９３名　アマ６８名　合計１６１名 会場 ：ザ･クラシックゴルフ倶楽部
アウトNｏ.１（プリンスコース） インNｏ．１０（クイーンコース） ＴＥＬ ： ０９４９－３３－１１１１
NO TIME PLAYERS 所　   属 NO TIME PLAYERS 所　   属 NO TIME PLAYERS 所　   属 NO TIME PLAYERS 所　   属

※ 但馬　友 大分 ※ 出利葉　太一郎 筑紫ヶ丘 ※ 松田　一彦 ザ・クラシック ※ 青木　尉 鹿児島国際

冨永　大誠 フリー ※ 仲野　祐輔 ザ・クラシック 稗田　基樹 丸栄 ※ 緒方　康憲 鷹羽ロイヤル

小林　丈大 麻生飯塚 吉永　智一 フリー 深堀　昌之 松田自動車整備工場 池田　力 フリー

園田　謙介 プレイス不動産販売 吉原　信次 フリー

※ 髙木　伸雄 ザ・クラシック ※ 相本　慶二郎 大博多 ※ 池田　悠希 佐世保国際 ※ 後藤　大生 大分

木村　幸広 水野商店 ※ 林　文男 浮羽 黒木　紀至 ＵＭＫテレビ宮崎 藤島　征次 フリー

野元　貴弘 島津 仲村　譲二 つくも 笠　哲郎 フリー 立石　知大 知多

川上　幸輝 トラストネットワーク 福永　光伸 UMKテレビ宮崎

※ 髙良　恭祐 エナジック瀬嵩 ※ 牛島　中 志摩シーサイド ※ 上田　千代幸 鷹羽ロイヤル ※ 芹沢　慈眼 久住高原

佐藤　和紀 志摩シーサイド ※ 古賀　大輔 八女上陽 伊東　長明 フリー 山本　隆允 福岡雷山

藤島  晴雄 進電グループ 中村　栄太 ソフトハウス 日南住　太作 ザ・クラシック 弘井　太郎 Kochi黒潮

木村　忠昭 木村建設運輸 木村　佳昭 浮羽

※ 小坂　鉄治 ザ・クラシック ※ 高野　欣也 ﾌｪﾆｯｸｽｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ ※ 西村　佳晃 花祭 ※ 牛島　翔也 大博多

※ 山中　均 福岡国際 ※ 石松　明 福岡 髙松　竜也 トータル・メディカルサービス 福永　安伸 UMKテレビ宮崎

釜須　雄基 Ｆｏｓｅ 宮國　雄一朗 フリー 北原　成史 セイホーゴルフガーデン すし　石垣 ゴルフパートナー

タイムール　フセイン フリー 神野　浩 浮羽 鈴木　優大 えん

※ 執行　亜美 グリーンランドリゾート ※ 後藤　未有 鷹羽ロイヤル ※ 玉城　元気 エナジック瀬嵩 ※ 古川　雄大 大博多

※ 森　芳勝 大博多 ※ 入船　吉広 西日本 ※ 高山　豊 小倉 トーマス　ピーターソン レーク・マーセッド

内田　淨 フリー 田中　栄二 ミッションバレー 　 三重野　里斗 大分 佐藤　祐樹 熊本空港

香妻　陣一朗 フリー 日下部　幸之助 福岡セヴンヒルズ 　 坂牧　優太 CRC白山ヴィレッジ 徳山　雄大 フリー

※ 小川　敏 ザ・クラシック ※ 田中　勝也 玄海 ※ 阿多　幸也 ザ・クラシック ※ 藤木　久臣 ザ・クイーンズヒル

※ 末松　雅彦 チェリー小倉南 ※ 徳山　東吉 麻生飯塚 ※ 遠座　悠里 大博多 和田　章太郎 フリー

小浦　和也 フリー 日置　豊一 フリー 山下　英治 ミッションバレー 広田　悟 TOSHIN

狩俣　安志 フリー 楠本　研 challenge-k 櫻井　省吾 インターオートグループ 諸藤　将次 セガサミーホールディングス

※ 古野　修治 ザ･クラシック ※ 臼田　完次 司ロイヤル ※ 吉田　良彌 シェークスピア ※ 冨田　佑作 西日本

※ 有居　昌輝 フリー ※ 北島　克也 ザ・クイーンズヒル ※ 野口　賢児 佐賀クラシック 秋吉　翔太 ホームテック

仲西　盛弘 くまもと城南 高崎　龍雄 フリー 伊波　邦准 森川ゴルフガーデン 白潟　英純 九州／八幡

笹木　一紀 森整骨院グループ 金城　和弘 キミヱコーポレーション 日髙　良幸 京和 稲森　祐貴 グリーンゴルフ練習場

※ 豊川　洋介 フリー ※ 松尾　博臣 ザ・クラシック ※ 斎藤　崇四郎 ウエストサイドゴルフ ※ 石塚　祥利 福岡雷山

※ 高野　蔵治 小倉 ※ 松岡　國男 志摩シーサイド ※ 八川　遼 夜須高原 重永　亜斗夢 ホームテック

岩本　和徳 ブイサイン 吉村　金八 フリー 森　正尚 芥屋 平塚　哲二 甲賀

山元　貴大 麻生飯塚 佐藤　浩司 福岡 嘉数　光倫 エナジック 時松　隆光 筑紫ヶ丘

※ 美村　凌我 フリー ※ 金宮　盛起 カワノプロゴルフ ※ 髙橋　孝治 京都 ※ 中尾　裕司 フェニックス

※ 四位　洸太郎 若宮 ※ 小笠原　良安 古賀 ※ 識西　諭里 若宮 北村　晃一 ミッションバレー

小田　新 鹿児島高牧 東　聡 フリー 細田　直孝 中森かいてき薬局 小田　孔明 プレナス

岩橋　徹 有明 友利　勝良 サニクリーン 狩俣　昇平 フリー 野上　貴夫 クイックウォッシュ

※ 山本　大輔 ザ・クラシック ※ 梶原　宏充 鷹羽ロイヤル ※ 阿部　未悠 フリー ※ 名城　アイメン　ショウ エナジック瀬嵩

※ 津田　敏茂 福岡 ※ 渡邉　民男 ザ・クラシック ※ 松崎　繁 チサン遠賀 新留　徹 玉名

吉永　福未 プラスセブン 髙橋　勝成 I.T.O.JAPAN & co 松永　公比呂 福岡セブンヒルズ 永野　竜太郎 フリー

宮川　勝大 フリー 冨永　浩 アコーディアゴルフ 中村　護 佐賀ロイヤル 池田　勇太 日清食品

※ 山本　宜正 周防灘 ※ 篠原　仕師命 湯布院

※ 山城　辰己 福岡フェザント ※ 田中　雅之 若木

阿部　剛丈 フリー  ◎欠場者があった場合変更することがあります。 藤池　展久 福岡セヴンヒルズ ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 田丸 洋介

成冨　晃広 シンセイテクノス ※ 印はアマチュア 成松　亮介 ザ・クイーンズヒル 競技委員長 川野 芳一

九州サーキット 第１８回 トヨタカップオープンゴルフトーナメント２０１６ 

1 7:30 12 9:09 1 7:30 12 9:09

13 9:18

3 7:48 14 9:27 3 7:48 14 9:27

2 7:39 13 9:18 2 7:39

15 9:36

5 8:06 16 9:45 5 8:06 16 9:45

4 7:57 15 9:36 4 7:57

17 9:54

7 8:24 18 10:03 7 8:24 18 10:03

6 8:15 17 9:54 6 8:15

19 10:12

9 8:42 20 10:21 9 8:42 20 10:21

8 8:33 19 10:12 8 8:33

21 10:30

11 9:00 11 9:00

10 8:51 21 10:30 10 8:51


