
２０１９年９月９日（月）
芥屋ゴルフ倶楽部

アスリート ６,５８２Y ／カジュアル ６,２７８Y  PAR７２

ｽﾀｰﾄ時間

1 犬童 哲二 清田 武 藤井 茂樹 庄野 寿喜 7:30 小柳 拓也 小柳 善孝 上田 隆 宮部 昌次 1

2 原田 耕介 梶川 隆司 伊藤 大輔 藤井 力 7:37 小林 裕 松村 真一郎 坂田 幸村 矢田 実 2

3 船田 大岳 平野 清幸 野上 清考 加藤 友明 7:44 川内 聖彦 木村 誠 古川 重好※ 中村 司※ 3

4 油屋 友彦 金本 裕司 江藤 征弘 西川 一洋 7:51 水口 建二郎 三島 繁文 桂 浩倫※ 坂井 信※ 4

5 神田 浩二 岩本 英生 野上 大輔 江副 泰則 7:58 立石 勇 尾石 輝明 合澤 貴博 岡田 修 5

6 橋本 典和 船田 大紀 坂本 達也 門見 和久 8:05 新田 知英 園部 博 村山 嘉彦 林 文男 6

7 大塚 博文 樋口 新一 南 和彦 小寺 勝 8:12 高村 博臣 松尾 真吾 加藤 希良 梅田 祐二 7

8 石田 周 渡辺 義也 梅本 武史 荒木 嘉一 8:19 西澤 幹 森坪 秀明 入江 貴士 中津留 増能 8

9 高橋 治行 早崎 研司 卜部 元気 矢川 哲也 8:26 田辺 健司※ 矢野 源太※ 弘中 武 齊藤 正成 9

10 石井 新也 山岡 勇喜 青木 悦郎 若松 伸也 8:33 長野 義 福山 和也 川口 圭典 澤村 健太郎 10

11 安部 洋一郎 清水 吉広 猿渡 信二※ 岡田 秀隆※ 8:40 平田 錦史郎 波多江 慎一 清田 高士※ 尾方 寿夫※ 11

12 高尾 陽介 千葉 拓之 瀬川 政幸 庄嶋 毅 8:47 岸原 忍 山路 浩恭 井手 保臣 久間 敏弘 12

13 後藤 大海 中本 万寿夫 坂田 光成 江口 祐介 8:54 重光 定宗 西方 和久 井上 勘昭 伊鹿倉 実 13

14 宮崎 朗※ 高柳 昌治※ 森本 徹 宇都宮 正幸 9:01 川口 允 梅田 克成 阿曽沼 有佑 宮川 秀一 14

15 中山 一心 山本 英弘 加藤 幸成 米倉 慶一郎 9:08 垣鍔 憲介 津川 正浩 橋本 康一 小川 哲平 15

16 yuen adrian 田中 久志 有岡 隆浩※ 神田 好政※ 9:15 永野 浩徳 野村 正和 佐保 浩 米原 正志 16

17 西谷 佳則 佐伯 晴美 新佛 浩※ 黒川 直広※ 9:22 熊川 大志 熊川 海舟 調整中 調整中 17

18 木野 勇Ⅱ 原田 眞一Ⅱ 栗山 祐一Ⅱ 金子 託呂Ⅱ 9:29 西村 英次Ⅱ 田中 邦夫Ⅱ 小倉 慶太郎Ⅱ 小林 竜彦Ⅱ 18

19 調整中 調整中 調整中 調整中 9:36
※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　決勝会場
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