
２０２２年４月７日（木） 組合せ及びスタート時刻（第１日） プロ91名　アマ 60名　合計151名 会場 ：ザ･クラシックゴルフ倶楽部
アウトNｏ．１（キングコース） インNｏ．１０（クイーンコース） ＴＥＬ ： ０９４９－３３－１１１１
NO TIME ＰＬＡＹＥＲＳ 所　   属 NO TIME ＰＬＡＹＥＲＳ 所　   属 NO TIME ＰＬＡＹＥＲＳ 所　   属 NO TIME ＰＬＡＹＥＲＳ 所　   属

青木 尉 福岡センチュリー 三重野 里斗 フリー 園田 一海 フリー 山地 春浄 夜須高原
嘉数 光倫 エナジック 酒匂 雅崇 熊本空港 永浦 吏杜睦 ザ・クラシック 藤井 勇 ブリヂストンスポーツ

川上 幸輝 (株)SeeBlock 菊田 奨 フリー 野元 貴弘 島津 ※ 馬渡 敏秀 鹿児島国際
※ 山﨑 義也 浮羽 ※ 丸尾 玲央 青島 ※ 瀧田 寿 瀬板の森 ※ 熱海 俊 佐賀ロイヤル

今福 宇輝人 福岡地行 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 長田 真矩 フリー 吉田 祐貴 フリー
鶴谷 竜一 東弘ビルサービス 坂牧 優大 結樹工業 岩本 和徳 Vサイン 宮川 勝大 フリー

※ 秋山 隆之介 夜須高原 ※ 大嶋 彬楽 佐世保国際
※ 世良 博 ミッションバレー ※ 木下 大峰 佐賀 ※ 曽我部 達人 福岡国際 ※ 廣木 直翔 天山

大塚 陸人 北山 梅山 知宏 アイシグリーンシステム 長嶺 勝斗 エナジック瀬嵩 小林 丈大 麻生飯塚
宮川 勝己 阿蘇グリーンヒル 堺 永遠 芥屋 新井 清貴 Tee off 阿部 剛丈 フリー

※ 河野　晋 西日本 ※ 大坪 耀 ミッションバレー ※ 八田 浩充 福岡サンレイク

※ 児玉 章太郎 ミッションバレー ※ 山下 竜弥 大宰府 ※ 野添 厚徳 奈良若草 ※ 林 駿馬 中津
奥村 栄史郎 くまもと中央 永野 竜太郎 フリー 秋山 卓也 (株)ニシオ 牧野 充宏 南山
上浦 雄大 喜入 玉城 海伍 クリード沖縄 佐藤 和紀  志摩シーサイド 吉永 福未 フリー

※ 高岸 友和 佐賀クラシック ※ 林田 直也 若宮 中村 たく エスツアーズ
※ 齋木 智善 フリー ※ 古川 創大 フェニックス ※ 木村 文彦 フリー ※ 中山 涼希 宮崎国際

上村 竜太 セガミック 石塚 祥利 芥屋 永本 泰三 (株)丸清 新留 徹 玉名
樺島 楓 テクニカル堤 清水 大成 (株)ロピア 細野 勇策 フリー 山下 英治 フリー

※ 豊田 真太郎 司ロイヤル 　 ※ 中野 惠將 北九州
※ 三明 蓮 佐賀ロイヤル ※ 麻生 健 古賀 　 ※ 森 芳勝 大博多 ※ 坂本 勝也 フジ

小林 忍 西戸崎開発 竹谷 佳孝 (株)エー・エム・エス 橋本健太ユージン 西日本ビルド(株) 立石 知大 知多
森 正尚 芥屋 稲田 愛篤 玄海 一宮 健 フリー 山根 蓉矢 福岡センチュリー

長内 雄太良 フェニックス ※ 吉田 京介 中津 ※ 鈴木 忍 フリー
※ 宮園 裕希 武雄嬉野 ※ 小窪 都斗 かごしま空港36 ※ 濵山 文飛 北山 ※ 河野 凌大 筑紫ケ丘

安部 寛章 芥屋 小田 孔明 フリー 福崎 宏隆 (株)福崎 髙橋 朋載 桜十字
中島 邦宏 ホームテック 出水田 大二郎 Toss 東 大智 フリー 横尾 要 フリー

※ 江口 信二 大博多 石橋 空 佐賀 ※ 田中 雅之 若木
※ 小村 優太 真駒内 ※ 外岩戸 晟二 大隅 ※ 大塚 紳司 小郡 ※ 仲野 祐輔 ザ・クラシック

鈴木 優大 フリー 古川 雄大 フリー 大輪 大 筑紫野 神野 浩 佐賀
内山 遥人 芥屋 狩俣 昇平 フリー 濵田 和也 フリー 藤島 征次 ロイズコーポレーション

※ 荒木 嘉一 志摩シーサイド ※ 有薗 純 霧島 ※ 檜垣 一誠 フリー
※ 石井 新也 筑紫ケ丘 ※ 初村 正章 ザ・クラシック ※ 松永 亮 フリー ※ 熊川 大志 グリーンランドリゾート

小浦 和也 NEXTEP 稲森 佑貴 国際スポーツ振興協会 田中 元基 ドラッグコーエイ 波当根 弓彦 ｳﾞｨｸﾄﾘｱ・ｾﾋﾞｵ大分店

遠藤 健太 サーティ・ファイブ 秋吉 翔太 ホームテック 渡邉 弘泰 若松 冨永 大誠 フリー
※ 入江 直哉 ミッションバレー 長野 泰雅 福岡地行 北原 成史 セイホーゴルフガーデン ※ 陣内 優也 花祭
※ 宮本 英樹 大博多 ※ 米 誠ノ心 南九州 ※ 海老沢 源太朗 フリー ※ 髙倉 陵太 皐月天拝

森 雄大 伊都 藤島 晴雄 進電グループ 並河 利隆 フリー 稗田 基樹 フリー
岡村 了 平川 坂本 隆一 くまもと中央 大城 康孝 くまもと中央 福永 安伸 UMKテレビ宮崎

中道 洋平 福岡雷山 香妻 陣一朗 国際スポーツ振興協会 日南住 大作 ザ・クラシック ※ 小笠原 良安 古賀
※ 金子 貴一 鷹羽ロイヤル ※ 村柗 陸 グリーンランドリゾート ※ 平原 綾太 鷹羽ロイヤル ※ 高木耕四郎 池田

 ◎欠場者があった場合変更することがあります。 競技委員長 池田 信行
※ 印はアマチュア

20 10:2110 8:51 20 10:21 10 8:51

18 10:03

9 8:42 19 10:12 9 8:42 19 10:12

8 8:33 18 10:03 8 8:33

16 9:45

7 8:24 17 9:54 7 8:24 17 9:54

6 8:15 16 9:45 6 8:15

14 9:27

5 8:06 15 9:36 5 8:06 15 9:36

4 7:57 14 9:27 4 7:57

12 9:09

3 7:48 13 9:18 3 7:48 13 9:18

2 7:39 12 9:09 2 7:39

九州サーキット 第２４回 トヨタカップオープンゴルフトーナメント２０２２
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