
　　第１日

10月22日（土）アウトスタート 10月22日（土）インスタート 2016年10月22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

※石山　忠典 ※金井　敏男 ※大西　浩司 白潟　英純 ※福田　正夫 ※松村　聡文 ※原　隆治 堀　芳浩
福岡国際CC 福岡CC 中津CC 九州GC八幡C セブンミリオンCC 芥屋GC 筑紫ヶ丘GC スポーツほぐるる

※下川　和典 ※入江　潔 ※久保　倫幸 中村　直典 ※田中　秋則 ※橋本　正純 ※草野　昌之 古木　譲二
西戸崎シーサイドCC 皐月GC JR内野CC フリー かほGC ザ･クラシックGC 茜GC フリー

※山岡　明德 ※趙　鏞三 ※成塚　登 丸山　智弘 ※中國　修 ※葉山　龍之助 ※上野　時男 高崎　龍雄　
福岡CC 古賀GC グランド東京 朝陽CC 福岡CC 周防灘CC フリー

※坂口　正男 ※村上　義春 ※幸喜　星彦 小溝　髙夫 ※赤﨑　啓一 ※和田　剛 ※山本　宜正 山本　己沙雄
福岡フェザントCC 皐月GC フリー 皐月GC チサンCC遠賀 周防灘CC ピエトロ

※柴本　英俊 ※福田　幸弘 ※川原　隆利 中村　忠夫 ※満潮　辰一郎 ※宅間　正州 ※仲　幹男 池内　信治
玄海GC 天山CC 九州GC八幡C 金沢CC 志摩シーサイドCC 筑紫ヶ丘GC ザ・クイーンズヒルGC モダンゴルフ80

※温井　巧造 ※伊鹿倉　実 ※吉重　敏朗 長田　力 ※松岡　國男 ※金海　寧雄 ※小宇佐　輝久 井上　久雄
岩国CC かほGC 大博多CC ザ・クラシックGC 志摩シーサイドCC JR内野CC 大博多CC フリー

※山浦　昇 ※新井　友京 ※長谷川　勝三 友利　勝良 ※稲田　誠 ※白坂　千弘 ※杉山　文雄 阪東　礼治
玄海GC 古賀GC ザ・クラシックGC サニクリーン 鷹羽ロイヤルCC 宮崎大淀CC 久山CC 司ロイヤルGC

※平川　勝也 ※山本　和弘 ※井上　政義 山本　善隆 ※松本　伸吉 ※川鍋　孝正 ※下薗　幸勝 青木　基正
臼杵CC ザ・クラシックGC 久山CC 城陽CC 福岡セブンヒルズGC 志摩シーサイドCC ザ・クラシックGC フリー

※泊岩　司 ※近藤　直人 ※結城　國彦 グレゴリー・マイヤー ※中園　俊弘 ※白濱　繁美 ※小杉　康之 東　聡
小郡CC 佐賀ロイヤルGC パールCC 夜須高原CC ミッションバレーGC 阿蘇ハイランド フリー

※土谷　雅博 ※山邊　健喜 水巻　善典 芹澤　信雄 ※大野　徹二 ※山中　均 ※髙橋　親敏 白浜　育男
大分竹中CC 夜須高原CC 鳴尾GC TSIグルーヴアンドスポーツ 大博多CC 福岡国際CC 筑紫ヶ丘GC RomaRo

※上木　政章 ※中尾　三千雄 野口　裕樹夫 崎山　武志 ※野上　英司 ※谷川　富夫 秋葉　真一 加瀬　秀樹
志摩シーサイドCC 西日本CC 国際スポーツ振興協会 アビバHD ミッションバレーGC つくもGC 関文グループ アイテック

※沼田　清和 ※金元　三紀男 中村　通 飯合　肇 ※野田　尚登 ※安河　正彰 久保　勝美 萩原　浩一
九州GC八幡C チサンCC遠賀 フリー アルファクラブグループ 小郡CC ミッションバレーGC 高根CC 国際スポーツ振興協会

※近藤　正秋 ※水田　芳夫 髙見　和宏 渡辺　司 ※瓦田　德 ※佐藤　良晴 田村　尚之 佐藤　浩司
北九州CC 小郡CC フリー セガサミーHD 久山CC 西戸崎シーサイドCC ダイクレ 福岡CC

※山下　耕司 ※渡邉　民男 須貝　昇 三好　隆 ※田尻　美智明 ※大川　重信 髙橋　勝成 福沢　孝秋
麻生飯塚GC ザ･クラシックGC フリー タニヤゴルフ ミッションバレーGC 小郡CC I.T.OJAPAN＆co. 諏訪湖CC

※林　和博 ※髙橋　德記 藤池　昇龍 奥田　靖己 ※杉谷　孝志 ※福井　慎治 白石　達哉 米山　剛
不知火CC 志摩シーサイドCC ダイゼン ユニテックス 大博多CC 小樽CC 福岡国際CC ヨネックス

※田中　良彦 ※井上　勘昭 横山　明仁 吉村　金八 ※小川　敏 ※寺島　弘治 杉原　敏一 平石　武則
ザ・クラシックGC 西戸崎シーサイドCC 国際スポーツ振興協会 フリー ザ・クラシックGC 二丈CC ヒグチ歯科グループ 大山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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