
平成３０年４月５日（木） 組合せ及びスタート時刻（第１日） プロ　９７名　アマ　５４名　合計　１５１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（キングコース） ＴＥＬ ： ０９４９－３３－１１１１
NO TIME PLAYERS 所　   属 NO TIME PLAYERS 所　   属 NO TIME PLAYERS 所　   属 NO TIME PLAYERS 所　   属

※ 松島　生龍 弓削田中 ※ 山﨑　雄大 鷹羽 ※ 山浦　一希 12 ※ 立石　勇 大博多

※ 徳山　東吉 麻生飯塚

山下　良治 フリー 原口　秀樹 フリー 森　雄大 伊都 工藤　潤 蓼科高原

伊東　長明 フリー 仲村　　譲二 フリー 岩坂　穰一郎 フリー 野上　貴夫 ＤＴＣ

※ 宮城　マルコ かほ ※ 小川　敏 ザ・クラシック ※ 商崎　涼平 南九州 ※ 山本　大輔 ザ・クラシック

三重野　里斗 キミヱコーポレーション

神野　　浩 大和スカイショット 横田　吉宏 ひらまつ病院 宮川　勝大 フリー 新留　徹 玉名

川野　裕太 溝辺 福永　　光伸 ＵＭＫテレビ宮崎 大串　芳明 フリー 和田　章太郎 フリー

※ 松枝　祐一 京都 ※ 林田　直也 若宮 ※ 青木　尉 鹿児島国際 ※ 長井　悠斗 福岡レイクサイド

※ 山下　竜弥 太宰府 藤島　　征次 ロイズコーポレーション

山地　春浄 夜須高原 今福　宇輝人 福岡 藤島　晴雄 進電グループ 池村　　寛世 フリー

大宣見　賢人 フリー 松永　公比呂 福岡セヴンヒルズ 大城　康孝 くまもと中央 諸藤　将次 フリー

※ 平原　颯太 鷹羽 ※ 緒方　孔哉 チェリー鹿児島 ※ 有坂　正義 かほ ※ 阿部　未悠 第一高等学院

黒田　裕巳 リージェント宮崎 ※ 美村　凌我 姉ヶ崎

尾辻　恵人 知覧 小林　丈大 麻生飯塚 阿部　　剛丈 フリー 山下　英治 ミッションバレー

北川　絢士郎 くまもと中央 豊山　良 榊原 三浦　春輝 エナジック瀬嵩 千葉　蒼隼 フリー

※ 平田　茅愛 若松 ※ 津田　敏茂 福岡ＣＣ ※ 池田　悠希 佐世保国際 ※ 小笠原　良安 ザ・クラシック

※ 吉田　良彌 シェイクスピア 蛭川　隆 高千穂

村上　由眞 熊本空港 狩俣　　昇平 フリー 　 古波津　柊 かねひで喜瀬 重永　亜斗夢 ホームテック

野元　貴弘 島津 近藤　啓介 南山 　 永浦　吏杜睦 ザ・クラシック 出水田大二郎 Ｔｏｓｓ

※ 川内　聖彦 天山 ※ 渡邊　民男 ザ・クラシック ※ 占部　芳和 九州/八幡 ※ 児玉　章太郎 ミッションバレー

※ 森　芳勝 セブンミリオン 黒木　紀至 ＵＭＫテレビ宮崎

宮下　進一 南九州 日下部　幸之助 福岡セヴンヒルズ 長田　真矩 太宰府 秋吉　翔太 ホームテック

中道　洋平 福岡雷山 長谷　和宏 ゴルフパラダイス飯塚 冨永　大誠 フリー 吉永　福未 フリー

※ 仲野　祐輔 ザ・クラシック ※ 髙木　伸雄 ザ・クラシック ※ 大嶋　彬良 佐世保国際 ※ 四位　洸太郎 若宮

※ 四位　美森 グリーンランドリゾート 中島　邦宏 ザ・クラシック 小浦　和也 フリー

山本　隆允 福岡雷山 糸山　健太郎 ナウヒア 並河　　利隆 福岡フードサプライ 森　　正尚 芥屋

成富　晃広 シンセイテクノス 髙橋　朋載 フリー 嘉数　光倫 エナジック 北村　晃一 ミッションバレー

※ 松田　一彦 ザ・クラシック ※ 田﨑　春樹 大村湾 ※ 金宮　盛起 カワノプロゴルフ ※ 安部　寛章 ザ・クラシック

※ 園田　あみ 大分/月形 ※ 鈴木　深詞 城西中学校 ※ 山中　均 福岡国際 照屋　佑唯智 フリー

タイムール　フセインフリー 兼本　貴司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽ 深堀　昌之 松田自動車整備工場 香妻　陣一朗 フリー

日南住　太作 ザ・クラシック 高﨑　龍雄 フリー 稗田　基樹 キミヱコーポレーション 稲森　　祐輝 グリーンゴルフ練習場

※ 松永　王花 フリー ※ 辻田　昭吾 くまもと中央 ※ 川島　雅之 若木 ※ 細野　勇策 ＹＧＡ

※ 宮本　龍之介 ペニンシュラオーナーズ ※ 横山　翔伍 青島 成松　　亮介 ザ・クイーンズヒル

酒匂　雅嵩 熊本空港 金城　和弘 キミヱコーポレーション 吉原　　信次 夜須高原 時松　隆光 筑紫ケ丘

髙松　　竜也 トータル・メディカルサービス 楠本　　研 Ryoken,Inc 吉永　　智一 テレビ熊本 永野　竜太郎 フリー

※ 田村　敦 九州/八幡 ※ 田中　雅之 若木 ※ 小坂　哲治 ザ・クラシック ※ 横田　竜成 ﾌｪﾆｯｸｽｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ

白潟　　英純 九州/八幡 ※ 坂本　優心 鷹羽 鈴木　　優大 えんＨＤ

藤川　守 ザ・クラシック 友利　勝良 サニクリーン 福山　朝也 フリー 甲斐　慎太郎 国際スポーツ振興

佐藤　祐樹 熊本空港 崎山　武志 アビバＨＤ 佐藤　和紀 志摩シーサイド 小田　孔明 プレナス

※ 古川　雄大 大博多 ※ 山田　茂法 九州/八幡

立石　知大 知多  ◎欠場者があった場合変更することがあります。 細田　直孝 中森かいてき薬局

中村　護 佐賀ロイヤル 下村　仁 伊都 ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 田丸 洋介

櫻井　　省吾 クリスタルホーム 木下　康平 ＴＫＵテレビ熊本 競技委員長 川野 芳一
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17 9:54
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15 9:36

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

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

13 9:18

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

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

九州サーキット 第２０回 トヨタカップオープンゴルフトーナメント２０１８ 

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


