
九州サーキット　 第１６回　　トヨタカップオープンゴルフトーナメント　２０１４
組合せ及びスタート時刻（最終日）　　　参加 プロ59名 アマ55名 合計   114   名

アウト NO.1 (PRINCE) イン　NO.10　(QUEEN)

※ 山本　大輔 ザ・クラシック +9 ※ 岩本　慎作 肥後サンバレー +3 ※ 横山　伊三生 肥後サンバレー +9 ※ 衛藤　仁秀 ザ・クラシック +15
※ 首藤　俊郎 フェニックス +9 ※ 内田　哲也 ザ・クラシック +3 ※ 藤本　崇将 ミッションバレー +10 ※ 上野　時男 周防灘 +15

楠本　研 challenge-k -1 薗田　峻輔 フリー -3 貞方　章男 湯布高原 -1 並河　利隆 福岡雷山 ±0
安本　憲雄 フリー -1 笹木　一紀 森整骨院グループ -3 星野　英正 フリー -1 坂元　太施 フリー +1

※ 江口　信二 大博多 +8 ※ 森本　英明 フリー +3 ※ 吉田　修造 チサン遠賀 +10 ※ 山下　俊治 ワイルドダック +16
※ 五十森　達哉 福岡雷山 +8 ※ 土井　文博 光 +3 ※ 臼田　完次 司ロイヤル +10 ※ 田中　幸晴 麻生飯塚 +16

仲村　譲二 つくも -1 深堀　昌之 ZEROゴルフ -3 清田　太一郎 日本港運 -1 糸山　健太郎 ナウヒア +1
吉永　福未 プラスセブン -1 日南住　太作 ザ・クラシック -3 田村　尚之 ダイクレ -1 佐藤　和紀 志摩シーサイド +1

※ 山城　辰己 麻生飯塚 +8 ※ 楠元　利夫 都城母智丘 +3 ※ 橋本　正純 ザ・クラシック +10 ※ 清弘　順一 泉水原 +16
※ 柳瀬　信廣 ザ・クラシック +8 ※ 髙倉　胡桃 ザ・クラシック +3 ※ 濱田　博 ＪＲ内野 +11 ※ 梶原　宏充 鷹羽ロイヤル +18

園田　謙介 プレイス不動産 -1 岩本　和徳 ブイサイン -3 日下部　幸之助 福岡セヴンヒルズ -1 タイムール　フセイン フリー +1
小田　孔明 フリー -2 髙松　竜也 トータル・メディカルサービス -4 三重野　里斗 大分 ±0 神野　浩 フリー +1

※ 清田　武 北九州 +8 ※ 江頭　一幸 鹿北 +3 ※ 長谷川　勝三 ザ・クラシック +11 ※ 金宮　盛起 皐月 +18
※ 小坂　鉄治 ザ・クラシック +8 ※ 古賀　大輔 八女上陽 +2 ※ 豊川　洋介 フリー +12 合田　幸男 ホームテック +1

長谷　和宏 麻生飯塚 -2 東　聡 フリー -4 柴田　求仁貴 志摩シーサイド ±0 岩尾　直樹 北九州ゴルフアカデミー +1
小田　龍一 misumi -2 高崎　龍雄 フリー -4 木下　康平 TKU ±0 牧野　裕 新昭和 +1

※ 新井　友京 ザ・クラシック +7 ※ 椎野　信之 小倉 +2 ※ 佐野　泰三 佐賀 +12 ※ 篠原　奨吾 グリーンランドリゾート +20
※ 有居　昌輝 フリー +7 ※ 花木　信之 北九州 +2 ※ 古野　修治 ザ･クラシック +12 松永　公比呂 フリー +1

新留　徹 玉名 -2 日置　豊一 フリー -4 伊東　長明 フリー ±0 芹沢　大介 フリー +1
永野　竜太郎 フリー -2 山本　慧 ザ・クラシック -4 山下　英治 ミッションバレー ±0

※ 金海　寧雄 ＪＲ内野 +6 ※ 大川　重信 小郡 +2 ※ 下中　知輝 フリー +12 ※ 田中　勝也 玄海 +22
※ 山中　均 福岡国際 +6 ※ 仲山　恭司 チサン／遠賀 +1 ※ 江村　博次 熊本空港 +12 福崎　宏隆 アールズエバーラスティング +1

小達　敏昭 OGGC -2 佐藤　祐樹 熊本空港 -5 宮下　進一 misumi ±0 永田　吉秀 セイコウゴルフガーデン +1
白潟　英純 九州／八幡 -2 波当根　弓彦 フリー -5 田中　栄二 ミッションバレー ±0

※ 福田　真吾 夜須高原 +5 ※ 徳山　雄大 麻生飯塚 -3 ※ 戸嶋　幸生 フリー +13
※ 田中　雅之 若木 +5 ※ 芹沢　慈眼 大分 -3 ※ 徳山　東吉 麻生飯塚 +13

井手口　正一 フリー -2 わたり　哲也 フリー -6 山元　貴大 麻生飯塚 ±0
熊谷　則宏 ABC -2 髙橋　勝成 I.T.O.JAPAN & co -6 吉原　信次 ホームテック ±0

※ 田中　孝弘 佐賀 +4 ※ 犬童　哲二 北九州 +15
※ 長谷川　晃太 フリー +3 ※ 末松　雅彦 チェリー小倉南 +15

狩俣　昇平 フリー -2 福永　光伸 UMKテレビ宮崎 ±0
稗田　基樹 長崎水産運輸 -2 北村　晃一 ミッションバレー ±0

平成26年 4月 4日 (金) 会場　：　ザ・クラシックゴルフ倶楽部
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◎欠場者があった場合変更することがあります
※印はアマチュア

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


