
平成２９年７月２１日（金） 会場：

ＮＯ．１（アウトコース） NO．１０（インコース） ＴＥＬ：
№ ＴＩＭＥ ＰＬＡＹＥＲＳ 所　　　属 スコア № ＴＩＭＥ ＰＬＡＹＥＲＳ 所　　　属 スコア № ＴＩＭＥ ＰＬＡＹＥＲＳ 所　　　属 スコア № ＴＩＭＥ ＰＬＡＹＥＲＳ 所　　　属 スコア

※斉藤  崇四郎 ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞｺﾞﾙﾌ +5 ※石井　新也 筑紫ヶ丘 +1 ※梅田  祐二 司ﾛｲﾔﾙ +6 ※山下  竜弥 沖学園 +11

※山部　拓斗 福岡国際 +5 ※松田　一彦 ザ・クラシック +1 ※髙嵜   賢 志摩ｼｰｻｲﾄﾞ +6 ※山下　俊治 君津香木原 +12

堀川　未来夢 ｻﾞ･ﾉｰｽ -5 木下　康平 TKUテレビ熊本 -5 福永　光伸 UMKテレビ宮崎 -5 森　雄大 伊都 -3

小原井　篤 Ｋ＆I -5 北村　晃一 ﾐｯｼｮﾝﾊﾞﾚｰ -6 木村　忠昭 (株)木村建設運輸 -5 日下部　幸之助 福岡ｾｳﾞﾝﾋﾙｽﾞ -3

※城後　真太郎 北方 +5 ※平田  茅愛 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ +1 ※岡山  博光 瀬板の森北九州 +7 ※菊池  玲花 熊本空港 +12

※谷口　信輝 (株)ノーワンベター +4 ※河口  康広 司ﾛｲﾔﾙ +1 ※藤木　久臣 ザ・クイーンズヒル +7 ※久間  敏弘 八女上陽 +12

福永  安伸 UMKテレビ宮崎 -5 永野 竜太郎 フリー -6 糸山　健太郎 ﾅｳﾋｱ -4 中村　護 佐賀ﾛｲﾔﾙ -3

三重野　里斗 キミヱコーポレーション -5 出水田　大二郎 Toss -6 池田　力 ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ -4 田中　栄二 ミッションバレー -3

※荒木  嘉一 司ロイヤル +4 ※執行  亜美 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ +1 ※福田　健太 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ +8 ※園田  あみ フリー +12

※三島　大輝 福岡レイクサイド +4 ※津田  敏茂 福岡 +1 ※山室  啓司 筑紫野 +8 鈴木　優大 えんHD -3

秋吉　翔太 ﾎｰﾑﾃｯｸ -5 成松　亮介 ｻﾞ・ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾙ -6 仲村　譲二 フリー -4 靑木　康高 司菊水 -2

川岸　良兼 フリー -5 伊澤　利光 フリー -6 園田  謙介 (株)ﾌﾟﾚｲｽ不動産販売 -4

※山本　卯蘭 沖学園 +4 ※村上  由眞 熊本空港 +1 ※髙木  伸雄 フリー +8 ※古川　正一 フリー +13

※森　芳勝 大博多 +4 ※枝川  吏輝 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ +1 吉永　智一 TKUテレビ熊本 -4 佐藤　和紀 志摩ｼｰｻｲﾄﾞ -2

宮川　勝大 フリー -5 蛭川  隆 高千穂 -6 北島　泰介 ｵｰﾅｰｽﾞｴｽﾃｰﾄ -4 日高　良幸 フリー -2

佐藤　祐樹 熊本空港 -5 成冨　晃広 ｼﾝｾｲﾃｸﾉｽ -6

※松本  稀亜来 ｾﾌﾞﾝﾐﾘｵﾝ +3 ※森園  大河 ｼﾞｪｲｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ鹿屋 ±0 ※百田  隆 福岡 +9 ※金宮　盛起 カワノプロゴルフ +13

※山本　大輔 ザ・クラシック +3 ※緒方　孔哉 ﾁｪﾘｰ鹿児島 -1 ※古賀　大輔 八女上陽 +9 牧野　充宏 南山 -2

木村　佳昭 浮羽 -5 藤島　征次 ﾛｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ -7 並河　利隆 福岡ﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲ -4 中道　洋平 福岡雷山 -2

菊山  暢介 フリー -5 狩俣　昇平 フリー -7 坂牧　優太 フリー -4

※米山  慶 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ +3 ※高口　渉 小倉 -1 ※山城  辰巳 福岡ﾌｪｻﾞﾝﾄ +10 ※大賀　五都興 フリー +15

※田中　雅之 若木 +3 ※石塚  祥利 福岡雷山 -2 ※四位  美森 ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾄ +10 横田　吉宏 ひらまつ病院 -2

森　正尚 芥屋 -5 中島　邦宏 福岡 -7 小浦　和也 フリー -4 小田　孔明 プレナス -2

富永　大誠 フリー -5 黒木　紀至 UMKテレビ宮崎 -7 鶴谷  竜一 麻生飯塚 -4

※樺島   楓 佐賀ｸﾗｼｯｸ +3 ※牛島　翔也 大博多 -3 ※小寺   勝 志摩ｼｰｻｲﾄﾞ +10

※安永  龍浩 フリー +2 ※大嶋  彬楽 佐世保国際 -6 ※松島  華暖 福岡第一 +10

小田　新 鹿児島高牧 -5 出石　幸喜 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ -8 和田　章太郎 フリー -4

吉原  信次 夜須高原 -5 宮下　進一 南九州 -8 千葉　蒼隼 フリー -4

※大塚　紳司 小郡 +2 ※久光　明 ミッションバレー +11

※内山  海聡 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学 +2 ※可児  勝信 筑紫ヶ丘 +11

岩本　和徳 ブイサイン -5 清田　太一郎 日本港運 -4

新木　雄貴 フリー -5 秋山　卓也 フリー -3

◎ ※印はアマチュア

◎ 欠席者があった場合変更することがあります。

ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ    田丸  洋介

競技委員長　　   　 川野　芳一
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九州サーキット 第10回 キミヱコーポレーションカップオープンゴルフトーナメント
組合せ及びスタート時刻（最終日） プロ ５８ 名　アマ ５２ 名　合計 １１０ 名

０９２－３２２－５０３１

伊都ゴルフ倶楽部

8:501 7:30 9 8:50


