
２０１８年７月３日（火）
福岡雷山ゴルフ倶楽部

カテゴリーⅠ ６,４５７Y ／カテゴリーⅡ６,００３Y  PAR７２

ｽﾀｰﾄ時間

1 西嶋 節夫 前田 貞明 伊妻 恭平 後藤 謙治 7:56 古田 勝裕 石橋 鉄剛 大内 力 長沼 伸二 1

2 白川 誠 渡辺 智之 山下 尚太 木村 誠 8:04 武内 謙輔 深水 優 秋丸 純一 高田 浩 2

3 坂田 光成 江口 祐介 尾崎 博之 向高 康徳 8:12 井上 勘昭 伊鹿倉 実 瀬川 政幸 庄嶋 毅 3

4 若林 秀樹 清水 道徳 野坂 文男※ 野坂 幸生※ 8:20 寺岡 宏展 今村 拓郎 石田 一聖 進 雅樹 4

5 井上 政人 川崎 治郎 西条 徹夫 田川 浩一 8:28 森本 徹 宇都宮 正幸 黒木 秀行 石内 徳廣 5

6 荒木 嘉一 山下 肇 柳谷 聖 中園 俊弘 8:36 長瀬 智恵一 垣根 正勝 幡地 克直 藤本 慎也 6

7 松原 裕規 森坪 史書 犬童 哲二 清田 武 8:44 田丸 義明 高村 慶紀 植津 明 室井 隆司 7

8 田中 久志※ 堀川 秀樹※ 安河内 努 空閑 豊 8:52 森坪 秀明 西澤 幹 坂本 達也 門見 和久 8

9 原田 耕介 梶川 隆志 塩澤 錠司 八巻 朋義 9:00 田中 隆一 福田 秀徳 大熊 圭一※ 松尾 博明※ 9

10 後藤 大海 中本 万寿夫 前田 直文 前田 光徳 9:08 金山 和瑛 緒方 比呂志 高村 博臣 古賀 大輔 10

11 大矢 誠 鶴留 昭人 野崎 慎一郎 桑原 貢治 9:16 石川 顕潤 熊本 祐治 古賀 正信 植田 篤 11

12 井上 大輔 坂崎 英治 高嵜 賢 吉田 慎一郎 9:24 本山 浩一 本山 海地 下川 高寛 阿曽沼 有佑 12

13 加戸 通浩 上田 千代幸 小倉 慶太郎Ⅱ 小林 竜彦Ⅱ 9:32 松尾 大輔Ⅱ 浦田 尚弘Ⅱ 栗山 祐一Ⅱ 鎌田 幸治Ⅱ 13

14 坂本 年弘Ⅱ 小畑 良和Ⅱ 畑山 雅洋Ⅱ 権藤 義弘Ⅱ 9:40 重光 定宗Ⅱ 西方 和久Ⅱ 野田 智洋Ⅱ 山下 友幸Ⅱ 14

15 諏訪 篤司Ⅱ 辻 雅嘉Ⅱ 溝口 拓也Ⅱ 宮田 慎太郎Ⅱ 9:48 寳部 勝彦Ⅱ 小佐古 哲哉Ⅱ 西村 英次Ⅱ 田中 邦夫Ⅱ 15

16 綱田 尚貴Ⅱ 西 洋介Ⅱ 調整中 調整中 9:56
※カテゴリーⅡ・シニア枠については当日の大会受付時まで変更可能です。

※この組合せは諸事情により、変更することがあります。　　競技委員長

九州大会　予選①会場
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