
第４４回　全九州クラブチャンピオンズゴルフ大会　【第2日目スタート表】
開催日 令和元年１１月２９日（金）

アウトよりスタート コース 熊本空港カントリークラブ

組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏　名 所　属 スコア 氏　名 所　属 スコア 氏　名 所　属 スコア 氏　名 所　属 スコア

一般男子　学生の部

1  ７：３０ 中野　恵將 北九州 77 髙宮　千聖 スカイベイ 77 林　寛太 福岡国際 78 冨田　大翔 熊本空港 78

2  ７：３８ 林田　直也 若宮 69 田﨑　春樹 大村湾 73 山下　竜弥 太宰府 75 米須　清幸 カヌチャ 75

レディス　学生の部

3  ７：４６ 島袋　ひの カヌチャ 76 長尾　小百合 熊本空港 77 吉川　華鈴 大隈 78 末永　萌夏 熊本空港 79

4  ７：５４ 三明　桜子 佐賀ロイヤル 70 荒木　優奈 グリーンランドリゾート 71 奥山　純菜 熊本空港 76 塩澄　英香 二丈 76

レディス　社会人の部

5  ８：１０ 平田　雪恵 久留米 87 清永　絢子 ザ･クイーンズヒル 88 橋本　和子 大村湾 88 東大森れい子 熊本空港 89

6  ８：１８ 山口　美帆 佐世保 78 森　彩 大村湾 81 宮崎　舞 鷹羽ロイヤル 83 箕田有里子 芥屋 86

グランドシニアの部

7 　８：２６ 千葉　昌久 大村湾 84 長谷川　勝三 ザ･クラシック 85 溝口　忠久 さつまリゾート 85 出水　学 UMK 87

8 　８：３４ 溝口　善孝 ザ･クラシック 81 小川　敏 ザ･クラシック 81 横山　知年 宮崎座論梅 82 平山　昭教 長崎パーク 83

9 　８：４２ 安河　正彰 ミッションバレー 79 山田　泰三 門司 80 上野　時男 周防灘 80 古川　新 ハウステンボス 81

10 　８：５０ 金井　敏男 福岡 73 川崎　信廣 チェリー人吉 74 田中　清文 祁答院 75 村田　紀顕 熊本南 77

ミッドシニアの部

11 　８：５８ 田浦　幸雄 くまもと城南 80 武田　幸一 かほ 80 山本　宜正 周防灘 81 伊藤　雄二 門司 81

12  ９：０６ 丹村　和成 鷹羽ロイヤル 72 橋本　正純 ＪＲ内野 75 佐々木　徹 くまもと中央 76 山城　辰己 福岡フェザント 78

シニアの部

13  ９：１４ 安藤　和浩 祁答院 81 小坂　鉄治 ザ・クラシック 82 島田　昇二郎 八女上陽 82 谷川　富夫 つくも 83

14  ９：２２ 仲野　祐輔 ザ･クラシック 77 江村　博次 熊本空港 78 阿多　幸也 ザ・クラシック 79 黒石　尚登 北山 80

15  ９：３０ 小杉　康之 熊本空港 75 大塚　覚 高千穂 75 山内　孝徳 福岡雷山 75 湯浅　幸一 大村湾 76

一般男子　社会人の部

16  ９：３８ 高城　英憲 リージェント宮崎 82 元木　努 那覇 82 新垣　博章 ジ・アッタテラス 82

17  ９：４６ 山浦　正継 志摩シーサイド 80 林田　信男 若宮 81 村山　嘉彦 熊本空港 81 髙尾　陽介 八女上陽 81

18  ９：５４ 緒方　康憲 鷹羽ロイヤル 77 園田　空海 チサン御船 78 福田　真吾 夜須高原 78 宮国　正 オーシャンキャッスル 79

インよりスタート

組 ｽﾀｰﾄ時刻 氏　名 所　属 スコア 氏　名 所　属 スコア 氏　名 所　属 スコア 氏　名 所　属 スコア

一般男子　学生の部

1  ７：３０ 伊藤　健心 皐月 78 有薗　純 霧島 79 松島　生龍 福岡フェザント 79

2  ７：３８ 安河内 　力 筑紫ヶ丘 80 重谷　大雅 大博多 82 西田　卓司 沖学園高等学校 85

3  ７：４６ 富本　創 佐世保・平戸 88 米須　清孝 カヌチャ 90 濵山　文飛 北山 92

レディス　学生の部

4  ７：５４ 小西　優恵 筑紫丘 80 葭岡　ほのか 八代 80 谷山　理子 久山 81

5  ８：０２ 下田　珠理 くまもと城南 82 仲村　姫乃 琉球 83 東家　春奈 グリーンランドリゾート 85

レディス　社会人の部

6  ８：１８ 松岡　陽子 不知火 89 中田　裕子 鹿北 90 小出　真澄 喜々津 90

7 　８：２６ 松尾　千賀子 大村湾 95 川上　千賀子 久山 99 田原　淑美 久山 100

グランドシニアの部

8 　８：３４ 田中　日本明 麻生飯塚 88 金丸　健二 UMK 88 桐明　幸次郎 熊本クラウン 88

9 　８：４２ 下薗　幸勝 ザ・クラシック 88 山本　政則 大村湾 88 亀井　義治 ハイビスカス 91

10 　８：５０ 杉浦　國夫 北山 91 金森　徹也 長崎パーク 92 土井　正秋 つくも 99

ミッドシニアの部

11 　８：５８ 中村　史浩 大村湾 81 梅野　肇 西日本 81 園田　一広 熊本南 83

12  ９：０６ 川崎　不二男 阿蘇やまなみ 83 末延　武敏 西日本 84 髙見　文彦 佐世保・平戸 87 東　大智郎 佐世保 89

シニアの部

13  ９：１４ 坂井　利弘 ブリヂストン 84 内嶋　龍一 福岡レイクサイド 85 桑原　亨 別府扇山 86

14  ９：２２ 山下　公弘 麻生飯塚 86 迫　幸男 祁答院 86 山崎　豊 別府扇山 88

15  ９：３０ 深浦　修 熊本空港 89 甲斐　幸男 さつまリゾート 92 春田　英二 ハイビスカス 92

一般男子　社会人の部

16  ９：３８ 庄嶋　毅 福岡カンツリー 85 斉藤　崇四郎 セブンミリオン 85 山内　辰崇 福岡カンツリー 85

17  ９：４６ 長野　毅 福岡サンレイク 85 福田　健一 八女上陽 86 髙木　弘史 玄海 87

18  ９：５４ 神宮　隆光 九州八幡 88 占部　芳和 九州八幡 88 松山　英治 周防灘 94
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