
九州サーキット 第７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  最終日九州サーキット 第７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  最終日九州サーキット 第７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  最終日九州サーキット 第７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  最終日組合せ及びスタート時刻　　組合せ及びスタート時刻　　組合せ及びスタート時刻　　組合せ及びスタート時刻　　 参加参加参加参加 プロ55名プロ55名プロ55名プロ55名 アマ56名アマ56名アマ56名アマ56名 合計   111   名合計   111   名合計   111   名合計   111   名アウト NO.1アウト NO.1アウト NO.1アウト NO.1 イン　NO.10イン　NO.10イン　NO.10イン　NO.10※※※※ 山下　俊治山下　俊治山下　俊治山下　俊治 ワイルドダックワイルドダックワイルドダックワイルドダック +7+7+7+7 ※※※※ 山室　太一郎山室　太一郎山室　太一郎山室　太一郎 大博多大博多大博多大博多 +4+4+4+4 ※※※※ 荒武　明生荒武　明生荒武　明生荒武　明生 セブンミリオンセブンミリオンセブンミリオンセブンミリオン +7+7+7+7 ※※※※ 成塚　登成塚　登成塚　登成塚　登 古賀古賀古賀古賀 +12+12+12+12※※※※ 松田　一彦松田　一彦松田　一彦松田　一彦 ザ・クラシックザ・クラシックザ・クラシックザ・クラシック +7+7+7+7 ※※※※ 江口　信二江口　信二江口　信二江口　信二 大博多大博多大博多大博多 +4+4+4+4 ※※※※ 徳山　東吉徳山　東吉徳山　東吉徳山　東吉 麻生飯塚麻生飯塚麻生飯塚麻生飯塚 +7+7+7+7 ※※※※ 生野　太郎生野　太郎生野　太郎生野　太郎 大博多大博多大博多大博多 +12+12+12+12川野　裕太川野　裕太川野　裕太川野　裕太 溝辺溝辺溝辺溝辺 -1-1-1-1 清田　太一郎清田　太一郎清田　太一郎清田　太一郎 日本港運日本港運日本港運日本港運 -4-4-4-4 佐藤　浩司佐藤　浩司佐藤　浩司佐藤　浩司 福岡カンツリークラブ福岡カンツリークラブ福岡カンツリークラブ福岡カンツリークラブ -1-1-1-1 佐藤　啓佐藤　啓佐藤　啓佐藤　啓 ジャンボジャンボジャンボジャンボ -1-1-1-1並河　利隆並河　利隆並河　利隆並河　利隆 福岡雷山福岡雷山福岡雷山福岡雷山 -1-1-1-1 合田　幸男合田　幸男合田　幸男合田　幸男 ZERO GOLFZERO GOLFZERO GOLFZERO GOLF -4-4-4-4 園田　謙介園田　謙介園田　謙介園田　謙介 プレイス不動産販売プレイス不動産販売プレイス不動産販売プレイス不動産販売 -1-1-1-1 北島　泰介北島　泰介北島　泰介北島　泰介 フリーフリーフリーフリー -1-1-1-1※※※※ 濱田　博濱田　博濱田　博濱田　博 JR内野JR内野JR内野JR内野 +7+7+7+7 ※※※※ 坪井　卓哉坪井　卓哉坪井　卓哉坪井　卓哉 大博多大博多大博多大博多 +3+3+3+3 ※※※※ 石井　新也石井　新也石井　新也石井　新也 筑紫ヶ丘筑紫ヶ丘筑紫ヶ丘筑紫ヶ丘 +8+8+8+8 ※※※※ 中村　福宏中村　福宏中村　福宏中村　福宏 玉名玉名玉名玉名 +12+12+12+12※※※※ 江村　博次江村　博次江村　博次江村　博次 熊本空港熊本空港熊本空港熊本空港 +6+6+6+6 ※※※※ 戎崎　雅治戎崎　雅治戎崎　雅治戎崎　雅治 新美祢新美祢新美祢新美祢 +3+3+3+3 ※※※※ 元田　　修元田　　修元田　　修元田　　修 司ロイヤル司ロイヤル司ロイヤル司ロイヤル +8+8+8+8 ※※※※ 友岡　大介友岡　大介友岡　大介友岡　大介 ミッションバレーミッションバレーミッションバレーミッションバレー +13+13+13+13阿久津　由生阿久津　由生阿久津　由生阿久津　由生 総武総武総武総武 -2-2-2-2 貞方　章男貞方　章男貞方　章男貞方　章男 湯布高原湯布高原湯布高原湯布高原 -4-4-4-4 又吉　拓之又吉　拓之又吉　拓之又吉　拓之 ベルビーチベルビーチベルビーチベルビーチ -1-1-1-1 大迫　卓司大迫　卓司大迫　卓司大迫　卓司 フリーフリーフリーフリー ±0±0±0±0小田　孔明小田　孔明小田　孔明小田　孔明 フリーフリーフリーフリー -2-2-2-2 田中　栄二田中　栄二田中　栄二田中　栄二 ミッションバレーミッションバレーミッションバレーミッションバレー -4-4-4-4 笹木　一紀笹木　一紀笹木　一紀笹木　一紀 森整骨院グループ森整骨院グループ森整骨院グループ森整骨院グループ -1-1-1-1 稗田　基樹稗田　基樹稗田　基樹稗田　基樹 長崎水産運輸長崎水産運輸長崎水産運輸長崎水産運輸 ±0±0±0±0※※※※ 戸嶋　幸生戸嶋　幸生戸嶋　幸生戸嶋　幸生 フリーフリーフリーフリー +6+6+6+6 ※※※※ 田中　雅之田中　雅之田中　雅之田中　雅之 若木若木若木若木 +2+2+2+2 ※※※※ 安藤　亮二安藤　亮二安藤　亮二安藤　亮二 フリーフリーフリーフリー +8+8+8+8 ※※※※ 寳部　勝彦寳部　勝彦寳部　勝彦寳部　勝彦 フリーフリーフリーフリー +13+13+13+13※※※※ 米野　功史郎米野　功史郎米野　功史郎米野　功史郎 熊本空港熊本空港熊本空港熊本空港 +6+6+6+6 ※※※※ 三島　大輝三島　大輝三島　大輝三島　大輝 福岡レイクサイド福岡レイクサイド福岡レイクサイド福岡レイクサイド +1+1+1+1 ※※※※ 浅野　茂浅野　茂浅野　茂浅野　茂 大村湾大村湾大村湾大村湾 +8+8+8+8 ※※※※ 石川　顕潤石川　顕潤石川　顕潤石川　顕潤 ザ・クラシックザ・クラシックザ・クラシックザ・クラシック +13+13+13+13佐藤　和紀佐藤　和紀佐藤　和紀佐藤　和紀 志摩シーサイド志摩シーサイド志摩シーサイド志摩シーサイド -2-2-2-2 長谷　和宏長谷　和宏長谷　和宏長谷　和宏 麻生飯塚麻生飯塚麻生飯塚麻生飯塚 -4-4-4-4 坂牧　優太坂牧　優太坂牧　優太坂牧　優太 フリーフリーフリーフリー -1-1-1-1 横田　吉宏横田　吉宏横田　吉宏横田　吉宏 天山天山天山天山 ±0±0±0±0和田　章太郎和田　章太郎和田　章太郎和田　章太郎 日本経済大学日本経済大学日本経済大学日本経済大学 -2-2-2-2 山下　英治山下　英治山下　英治山下　英治 ミッションバレーミッションバレーミッションバレーミッションバレー -4-4-4-4 成松　亮介成松　亮介成松　亮介成松　亮介 ザ・クイーンズヒルザ・クイーンズヒルザ・クイーンズヒルザ・クイーンズヒル -1-1-1-1 今林　勝今林　勝今林　勝今林　勝 MIPMIPMIPMIP ±0±0±0±0※※※※ 熊本　祐治熊本　祐治熊本　祐治熊本　祐治 フリーフリーフリーフリー +6+6+6+6 ※※※※ 田中　孝弘田中　孝弘田中　孝弘田中　孝弘 佐賀佐賀佐賀佐賀 +1+1+1+1 ※※※※ 山室　啓司山室　啓司山室　啓司山室　啓司 大博多大博多大博多大博多 +8+8+8+8 ※※※※ 島田　裕一島田　裕一島田　裕一島田　裕一 西戸崎西戸崎西戸崎西戸崎 +13+13+13+13※※※※ 井上　邦浩井上　邦浩井上　邦浩井上　邦浩 皐月皐月皐月皐月 +6+6+6+6 ※※※※ 五十森　達哉五十森　達哉五十森　達哉五十森　達哉 福岡雷山福岡雷山福岡雷山福岡雷山 +1+1+1+1 ※※※※ 小坂　鉄治小坂　鉄治小坂　鉄治小坂　鉄治 ザ・クラシックザ・クラシックザ・クラシックザ・クラシック +8+8+8+8 ※※※※ 久光　明久光　明久光　明久光　明 フリーフリーフリーフリー +13+13+13+13福永　光伸福永　光伸福永　光伸福永　光伸 UMKテレビ宮崎UMKテレビ宮崎UMKテレビ宮崎UMKテレビ宮崎 -2-2-2-2 吉原　信次吉原　信次吉原　信次吉原　信次 ZERO GOLFZERO GOLFZERO GOLFZERO GOLF -4-4-4-4 タイムール　フセインタイムール　フセインタイムール　フセインタイムール　フセイン フリーフリーフリーフリー -1-1-1-1 日下部　幸之助日下部　幸之助日下部　幸之助日下部　幸之助 福岡セヴンヒルズ福岡セヴンヒルズ福岡セヴンヒルズ福岡セヴンヒルズ ±0±0±0±0川上　幸輝川上　幸輝川上　幸輝川上　幸輝 トラストパークトラストパークトラストパークトラストパーク -3-3-3-3 櫻井　省吾櫻井　省吾櫻井　省吾櫻井　省吾 宮崎レイクサイド宮崎レイクサイド宮崎レイクサイド宮崎レイクサイド -4-4-4-4 仲西　　盛弘仲西　　盛弘仲西　　盛弘仲西　　盛弘 吉住板金塗装工場吉住板金塗装工場吉住板金塗装工場吉住板金塗装工場 -1-1-1-1 岩本　和徳岩本　和徳岩本　和徳岩本　和徳 VサインVサインVサインVサイン ±0±0±0±0※※※※ 山城　辰己山城　辰己山城　辰己山城　辰己 麻生飯塚麻生飯塚麻生飯塚麻生飯塚 +5+5+5+5 ※※※※ 山岡　勇喜山岡　勇喜山岡　勇喜山岡　勇喜 佐賀クラシック佐賀クラシック佐賀クラシック佐賀クラシック +1+1+1+1 ※※※※ 三島　繁文三島　繁文三島　繁文三島　繁文 ザ・クィーンズヒルザ・クィーンズヒルザ・クィーンズヒルザ・クィーンズヒル +8+8+8+8 ※※※※ 柴田　正広柴田　正広柴田　正広柴田　正広 九州／八幡九州／八幡九州／八幡九州／八幡 +14+14+14+14※※※※ 山本　宜正山本　宜正山本　宜正山本　宜正 周防灘周防灘周防灘周防灘 +5+5+5+5 ※※※※ 上野　慎平上野　慎平上野　慎平上野　慎平 フリーフリーフリーフリー +1+1+1+1 ※※※※ 西村　佳晃西村　佳晃西村　佳晃西村　佳晃 花祭花祭花祭花祭 +8+8+8+8 ※※※※ 古川　正一古川　正一古川　正一古川　正一 ミッションバレーミッションバレーミッションバレーミッションバレー +14+14+14+14深堀　昌之深堀　昌之深堀　昌之深堀　昌之 ZERO GOLFZERO GOLFZERO GOLFZERO GOLF -3-3-3-3 藤島　征次藤島　征次藤島　征次藤島　征次 フリーフリーフリーフリー -5-5-5-5 木村　忠昭木村　忠昭木村　忠昭木村　忠昭 木村建設運輸木村建設運輸木村建設運輸木村建設運輸 -1-1-1-1 白石　達哉白石　達哉白石　達哉白石　達哉 福岡国際福岡国際福岡国際福岡国際 ±0±0±0±0三重野　里斗三重野　里斗三重野　里斗三重野　里斗 大分大分大分大分 -3-3-3-3 林　拓希林　拓希林　拓希林　拓希 知覧知覧知覧知覧 -5-5-5-5 吉永　福未吉永　福未吉永　福未吉永　福未 プラスセブンプラスセブンプラスセブンプラスセブン -1-1-1-1 中村　護中村　護中村　護中村　護 佐賀ロイヤル佐賀ロイヤル佐賀ロイヤル佐賀ロイヤル ±0±0±0±0※※※※ 大西　浩司大西　浩司大西　浩司大西　浩司 中津中津中津中津 +5+5+5+5 ※※※※ 古賀　正三古賀　正三古賀　正三古賀　正三 ブリヂストンブリヂストンブリヂストンブリヂストン +1+1+1+1 ※※※※ 松岡　國男松岡　國男松岡　國男松岡　國男 古賀古賀古賀古賀 +9+9+9+9 ※※※※ 臼田　完次臼田　完次臼田　完次臼田　完次 司ロイヤル司ロイヤル司ロイヤル司ロイヤル +14+14+14+14※※※※ 中谷　治樹中谷　治樹中谷　治樹中谷　治樹 芥屋芥屋芥屋芥屋 +5+5+5+5 ※※※※ 渡辺　義也渡辺　義也渡辺　義也渡辺　義也 花祭花祭花祭花祭 ±0±0±0±0 ※※※※ 福田　正夫福田　正夫福田　正夫福田　正夫 セブンミリオンセブンミリオンセブンミリオンセブンミリオン +9+9+9+9 ※※※※ 三原　雅人三原　雅人三原　雅人三原　雅人 ニッソーニッソーニッソーニッソー +15+15+15+15杉瀬　薫杉瀬　薫杉瀬　薫杉瀬　薫 実相寺ゴルフセンター実相寺ゴルフセンター実相寺ゴルフセンター実相寺ゴルフセンター -3-3-3-3 小田　龍一小田　龍一小田　龍一小田　龍一 MisumiMisumiMisumiMisumi -6-6-6-6 宮下　進一宮下　進一宮下　進一宮下　進一 ALSOK鹿児島ALSOK鹿児島ALSOK鹿児島ALSOK鹿児島 -1-1-1-1 小達　敏昭小達　敏昭小達　敏昭小達　敏昭 OOOOGGCGGCGGCGGC ±0±0±0±0糸山　健太郎糸山　健太郎糸山　健太郎糸山　健太郎 ナナナナウウウウヒヒヒヒアアアア -3-3-3-3 出水田　大二郎出水田　大二郎出水田　大二郎出水田　大二郎 フリーフリーフリーフリー -6-6-6-6 吉村　吉村　吉村　吉村　金八金八金八金八 フリーフリーフリーフリー -1-1-1-1 中内　　中内　　中内　　中内　　剛剛剛剛 北新北新北新北新青果青果青果青果 ±0±0±0±0※※※※ 安河内　安河内　安河内　安河内　蓮蓮蓮蓮 筑紫ヶ丘筑紫ヶ丘筑紫ヶ丘筑紫ヶ丘 +5+5+5+5 ※※※※ 古賀　大古賀　大古賀　大古賀　大輔輔輔輔 八女八女八女八女上上上上陽陽陽陽 ±0±0±0±0 ※※※※ 江江江江頭頭頭頭　一幸　一幸　一幸　一幸 鹿鹿鹿鹿北北北北 +11+11+11+11 ※※※※ 山本　大山本　大山本　大山本　大輔輔輔輔 ザ・クラシックザ・クラシックザ・クラシックザ・クラシック +15+15+15+15※※※※ 丸丸丸丸野　野　野　野　耕輔耕輔耕輔耕輔 ミッションバレーミッションバレーミッションバレーミッションバレー +4+4+4+4 ※※※※ 梶梶梶梶原　正吾原　正吾原　正吾原　正吾 福岡レイクサイド福岡レイクサイド福岡レイクサイド福岡レイクサイド -1-1-1-1 ※※※※ 増増増増田　英田　英田　英田　英意意意意 福岡雷山福岡雷山福岡雷山福岡雷山 +12+12+12+12 ※※※※ 小佐古　哲哉小佐古　哲哉小佐古　哲哉小佐古　哲哉 フリーフリーフリーフリー +15+15+15+15森森森森　　　　雄雄雄雄大大大大 伊都伊都伊都伊都 -4-4-4-4 白白白白潟潟潟潟　英　英　英　英純純純純 九州／八幡九州／八幡九州／八幡九州／八幡 -6-6-6-6 柴田　求仁貴柴田　求仁貴柴田　求仁貴柴田　求仁貴 志摩シーサイド志摩シーサイド志摩シーサイド志摩シーサイド -1-1-1-1 綿貫綿貫綿貫綿貫　　　　直直直直基基基基 小田急志津小田急志津小田急志津小田急志津 ±0±0±0±0広田　広田　広田　広田　悟悟悟悟 TTTTOOOOSHSHSHSHININININ -4-4-4-4 永野　竜太郎永野　竜太郎永野　竜太郎永野　竜太郎 フリーフリーフリーフリー -8-8-8-8 大宜見　賢人大宜見　賢人大宜見　賢人大宜見　賢人 福岡雷山福岡雷山福岡雷山福岡雷山 -1-1-1-1
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◎欠場者があった場合変更することがあります※はアマチュア 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


