
九州サーキット 第1回　コーセーアールイー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（最終日）　　　参加 プロ55名 アマ44名 合計   99   名 会場 ：伊都ゴルフ倶楽部

アウト NO.1 イン　NO.10 ＴＥＬ ：　０９２－３２２－５０３１

※ 齋木 智善 フリー +6 ※ 山本 大勢 鷹羽ロイヤル +2 ※ 八田 浩充 福岡サンレイク +6 ※ 河野 凌大 筑紫ケ丘 +9

※ 世良 博 福岡第一高校 +6 玉城 元気 エナジック -3 ※ 木村 文彦 フリー +7 ※ 安永 龍浩 フリー +10

仲村 譲二 フリー -2 古川 雄大 フリー -4 酒匂 雅崇 熊本空港 -2 藤島 晴雄 進電グループ -1

小浦 和也 NEXTEP -2 中村 志凪 宮崎レイクサイド -4 福永 安伸 UMKテレビ宮崎 -2 村上 由眞 熊本空港 ±0

※ 山﨑 壮真 ミッションバレー +6 ※ 松永 亮 フリー +2 ※ 小島 隆治 ザ・クラシック +7 ※ 後藤 周冶 福岡大学 +10

※ 木下 大峰 佐賀 +6 貞方 章男 アイダ設計 -4 ※ 黒田 泰生 宇戸/チェリー +7 ※ 有薗 純 霧島 +10

中村 拓 エスツアーズ -2 藤本 直樹 芥屋 -4 嘉数 光倫 エナジック -2 三重野 里斗 フリー ±0

佐藤 和紀 志摩シーサイド -2 稲田 愛篤 玄海 -4 皆本 祐介 フリー -2 新留 徹 玉名 ±0

※ 山﨑 義也 浮羽 +6 ※ 村柗 陸 グリーンランドリゾート +1 ※ 津田 敏茂 福岡/和白 +7 ※ 山室 太一郎 筑紫ケ丘 +11

※ 田中 貫太 福大大濠高校 +5 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 -4 ※ 宗光 徹 ミッションバレー +7 ※ 熊川 大志 グリーンランドリゾート +12

多良間 伸平 ベルビーチ -2 諸藤 将次 ディライトワークス -5 中島 邦宏 ホームテック -2 坂牧 優太 結樹工業 ±0

大城 康孝 くまもと中央 -2 木下 裕太 フリー -5 成松 亮介 ザ・クイーンズヒル -1 藤島 征次 ロイズコーポレーション ±0

※ 三宅 琉心 グリーンランドリゾート +5 ※ 小窪 都斗 かごしま空港36 -1 ※ 遠座 悠里 大博多 +7 ※ 加古井 哲哉 芥屋 +12

※ 矢内 大喜 かごしま空港36 +5 大冝見 賢人 中田会館 -5 ※ 池田 拓史 鹿児島国際 +7 ※ 松本 勇斗 フリー +12

野上 貴夫 ホームテック -3 増田 裕太郎 芥屋 -5 下村 仁 フリー -1 狩俣 昇平 フリー ±0

白潟 英純 九州/八幡 -3 山下 英治 フリー -5 木下 康平 フリー -1 仲西 盛弘 くまもと城南 ±0

※ 横山 朝陽 知覧 +5 ※ 八川 遼 夜須高原 -2 ※ 西原 来福 ザ・クイーンズヒル +8 ※ 陣内 優也 花祭 +12

※ 坂本 雅道 皐月/天拝 +4 中道 洋平 福岡雷山 -5 ※ 姜 久史 鷹羽ロイヤル +8 ※ 平原 綾太 鷹羽ロイヤル +12

植竹 勇太 セガサミーHD -3 秋吉 翔太 ホームテック -6 森 雄大 伊都 -1 日下部幸之助 福岡セヴンヒルズ ±0

長田 真矩 フリー -3 小林 忍 西戸崎開発 -6 鈴木 優大 えんHD -1

※ 藤木 久臣 ザ・クイーンズヒル +3 ※ 外岩戸 晟士 大隅 -4 ※ 村山 嘉彦 熊本空港 +8

※ 別府 大輝 福岡雷山 +3 玉城 海伍 クリード沖縄 -6 ※ 橋本 侑樹 東福岡高校 +8

北村 晃一 ダック技建 -3 成冨 晃広 フリー -6 蛭川 隆 セガミック -1

波当根 弓彦 ｳﾞｨｸﾄﾘｱ･ｾﾞﾋﾞｵ大分店 -3 比嘉 一貴 フリー -7 石崎 真央 エピクルー -1

※ 西嶋 元風 ザ・クイーンズヒル +3 ※ 松井 優 二丈 +9

※ 豊田 真太郎 司ロイヤル +3 ※ 江村 博次 熊本空港 +9

日髙 将史 フリー -3 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス -1

新井 清隆 フリー -3 釜須 雄基 RIZAP GOLF -1

7 9:30 7 9:30

8 9:40 8 9:40

5

9:20

5 9:10 12 10:20 9:10

66 9:20 13 10:30

4 9:00 11 10:10

令和3年 12月 16日 (木)

1 8:30

9 9:50

3 8:50 10 10:00

2 8:40

1 8:30

9

4 9:00 11

10

2 8:40

3 8:50

10:2012

10:10

9:50

10:00

※印はアマチュア
◎欠場等の理由により、組合せは変更になる場合があります 競技委員長　田丸洋介


