
　　第１日
10月21日（土）アウトスタート 10月21日（土）インスタート 2017年10月21日（土）久山カントリー倶楽部

組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名 組 時間 氏名 氏名 氏名 氏名

※岩切　和広 ※幸喜　星彦 ※山下　耕司 蔵岡　伸二 ※阿河　和博 ※斉藤　哲也 ※高山　正敏 日置　豊一
大博多CC 麻生飯塚GC フリー 久山CC 皐月GC 筑紫ヶ丘GC フリー

※田代　寿博 ※宮﨑　勇二 ※東　信明 中村　直典 ※小寺　勝 ※黒川　誠 ※北園　啓一 河野　竜也
かほGC 大博多CC 福岡レイクサイドCC フリー 志摩シーサイドCC 筑紫ヶ丘GC ミッションバレーGC

※野田　尚登 ※林　和博 ※下薗　幸勝 白石　達哉 ※嘉副　彰彦 ※安部　重己 ※本郷　稔 白潟　英純
小郡CC 不知火CC ザ・クラシックGC 福岡国際CC 小郡CC 玄海GC 久山CC 九州GC八幡C

※進藤　伸介 ※村上　義春 ※小笠原　良安 山本　己沙雄 ※木村　日登志 ※奥村　光芳 ※真鍋　高光 楠本　研
皐月GC 古賀GC ピエトロ 筑紫ヶ丘GC 麻生飯塚GC 大博多CC Challenge-K

※安永　修吉 ※三島　繁文 ※南部　憲司 福沢　孝秋 ※山中　均 ※今林　伸一 ※中村　史浩 久保　勝美
麻生飯塚GC ザ・クイーンズヒルGC ザ・クラシックGC 諏訪湖CC 福岡国際CC 久山CC 大村湾CC 高根CC

※李　誠 ※杉谷　孝志 ※泊岩　司 秋富　由利夫 ※竹井　充晴 ※村口　芳幸 ※坂口　宗利 萩原　浩一
中須GC 大博多CC 小郡CC UMKテレビ宮崎 ミッションバレーGC 茜GC 北九州CC 国際スポーツ振興協会

※瓦田　德 ※松岡　國男 ※花木　信之 吉村　金八 ※長野　清一 ※松尾　博明 ※今泉　寛人 阪東　礼治
久山CC 志摩シーサイドCC 北九州CC フリー ザ･クラシックGC ザ・クイーンズヒルGC 司ロイヤルGC

※大久保　隆 ※矢津田　光郎 ※渡邉　民男 白浜　育男 ※立山　誠也 ※荒木　正志 ※東　大智郎 野口　裕樹夫
久山CC ミッションバレーGC ザ・クラシックGC RomaRo 司ロイヤルGC 筑紫ヶ丘GC 佐世保CC 国際スポーツ振興協会

※山内　辰崇 ※田中　日本明 ※八木　修 三好　隆 ※山浦　正継 ※中東　寿 ※井上　政義 髙見　和宏
福岡CC 麻生飯塚GC 二丈CC タニヤゴルフ 志摩シーサイドCC ミッションバレーGC 久山CC フリー

※岩波　国泰 ※小川　敏 青木　基正 飯合　肇 ※沼田　清和 ※小坂　鉄治 ※大塚　正常 渡辺　司
夜須高原CC ザ・クラシックGC フリー アルファクラブグループ 九州GC八幡C ザ・クラシックGC 福岡CC セガサミーHD

※大川　重信 ※山野　隆憲 長田　力 米山　剛 ※大野　徹二 ※福田　正夫 須貝　昇 室田　淳
小郡CC 久山CC ザ・クラシックGC ヨネックス 大博多CC セブンミリオンCC フリー 長寿の里

※平川　勝也 ※辻田　昭吾 小溝　髙夫 加瀬　秀樹 ※近藤　正秋 ※佐竹　美昭 杉原　敏一 友利　勝良
臼杵CC くまもと中央CC フリー アイテック 北九州CC 茜GC ヒグチ歯科グループ サニクリーン

※土谷　雅博 ※小杉　康之 髙橋　勝成 川岸　良兼 ※山本　宜正 ※占部　芳和 デービッド・イシイ 奥田　靖己
大分竹中CC 熊本空港CC I.T.OJAPAN フリー 周防灘CC 九州GC八幡C フリー ユニテックス

※谷川　富夫 ※金海　寧雄 グレゴリー・マイヤー 鈴木　亨 ※野上　英司 ※木原　利春 中村　通 崎山　武志
つくもGC JR内野CC パールCC ミズノ ミッションバレーGC セントラル福岡GC フリー アビバHD

※上木　政章 ※中村　雅則 平石　武則 秋葉　真一 ※内田　昇 ※山本　昌治 横山　明仁 東　聡
志摩シーサイドCC 山口レインボーヒルズ豊田湖GC 大山GC 関文グループ 山口レインボーヒルズ豊田湖GC 西日本CC 国際スポーツ振興協会 フリー

※温井　巧造 ※伊鹿倉　実 堀　芳浩 清水　洋一 ※白坂　千弘 ※望月　一弘 山本　善隆 水巻　善典
岩国CC かほGC スポーツほぐるる フリー 宮崎大淀CC 八幡CC 城陽CC 鳴尾GC

※印はアマチュア選手 この組合せは競技委員会により、変更される場合があります。　競技委員長
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