
九州プロゴルフ研修会
鹿児島オープンゴルフ協会

開 催 日 ： 

アウトコース スタート コ ー ス　： 

組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

1 7:16 中垣内　春樹 大隅 永峯　健太郎 フリー 千代森　幸大 祁答院 横山　朝陽 知覧

2 7:23 奥　太志 フリー 中村　勇治朗 フリー 橋口　璃子 島津 杉山　秀樹 知覧

3 7:30 森　博嗣 大隅 有薗　純 霧島 金子　元明 鹿児島国際 山下　太一 南九州

4 7:37 木田　享 湯の浦 濵田　良樹 フリー 比良田　敦大 フリー 筒井　毅浩 祁答院

5 7:44 松村　康博 湯の浦 久保　工 フリー 新　政行 南九州 矢内　大喜 空港36

6 7:51 大北　幸生 霧島 花井　崇 南九州 住吉　彰 祁答院 遠藤　崇真 鹿児島国際

7 7:58 飯田　孝行 ゴールデンパーム 遠山　雅也 空港36 堀添　拓也 祁答院 小窪　都斗 空港36

8 8:05 山﨑　哲也 祁答院 高城　英憲 溝辺 中山　晴太 南九州 池田　拓史 鹿児島国際

9 8:12 井上　好広 フリー 神村　聡介 フリー 鵜飼　一伸 鹿屋 田崎　直人 溝辺

10 8:19 久我　啓介 高遊原 木下　英文 司菊水 服部　勇輝 フリー 前　誠也 鹿児島国際

11 8:26 高橋　治行 くまもと中央 早崎　研司 くまもと中央 吉野　恵一 福岡レイクサイド 久我　健心 グリーンランドリゾート

12 8:33 興梠　貴大 グランドチャンピオン 津野　秀昭 グランドチャンピオン 小野　順也 鹿北 宮﨑　洋 球磨

13 8:40 川鍋　幸治 筑紫ヶ丘 廣木　吾弦 大和不動 世良　博 福岡第一高等学校 江口　正和 セブンミリオン

14 8:47 宗光　徹 ミッションバレー 吉村　和典 芥屋 山川　雄太郎 福岡雷山 江平　元信 皐月

15 8:54 木下　大峰 佐賀 山﨑　壮真 ミッションバレー 山崎　太喜 フリー タケモト　テイコ

16 9:01 西嶋　元風 ザ･クイーンズヒル 野添　厚徳 奈良若草 中晴　亮二 大分サニーヒル ミヤビケンソウ㈱

インコース スタート               
組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

1 7:16 岩井　宏樹 フリー 西村　直人 フリー 中池　修 フリー 今村　美優 祁答院

2 7:23 大藪　仁 グリーンヒル 能勢　高蔵 フリー 田邊　喜章 南九州 松村　大地 湯の浦

3 7:30 東　隆英 フリー 吉留　政幸 フリー 吉岡　治雄 島津 髙橋　理一 空港36

4 7:37 植村　達郎 フリー 上畑　貴浩 フリー 外岩戸　晟士 大隅 鶴見　優斗 鹿児島城西高校

5 7:44 原　良範 フリー 有江　幸彦 鹿児島国際 外岩戸　市郎 大隅 土屋　明男 湯の浦

6 7:51 大迫　陽平 フリー 谷山　正三 島津 渡瀬　昭彦 チェリー鹿児島 橋口　星空 グリーンヒル

7 7:58 阿世知　豊成 種子島 池ノ上　茂樹 フリー 米山　遼 南九州 入木田　哲郎 フリー

8 8:05 坂元　功二 高牧 森吉　裕一 フリー 馬渡　敏秀 鹿児島国際 中原　鉄平 湯の浦

9 8:12 中江　嘉孝 祁答院 田口　竜太 フリー 永山　啓太 フリー 松尾　栄作 高千穂

10 8:19 久保　貴恵 フリー 鬼塚　丈二 フリー 松元　武 溝辺 米　誠ノ心 南九州

11 8:26 冨森　伸洋 祁答院 大西　康夫 チェリー鹿児島 髙橋　一朗 祁答院 宮内　拓也 蒲生

12 8:33 米井　明 肥後サンバレー 林　俊行 ワールド 磯野　道仁 グランドチャンピオン 大津　康伸 阿蘇東急

13 8:40 三木　優奈 宮崎国際 藤井　雄一 ワールド 伊藤　将時 グリーンランドリゾート 深川　大史 ザ･マスターズ天草

14 8:47 工藤　勝美 上武 浦崎　涼 ベルビーチ 田原　和 ミッションバレー 西山　貴道 佐賀クラシック

15 8:54 林　駿馬 中津 下園　航太 福岡県立小倉高等学校 古賀　遼平 ミッションバレー 西嶋　節夫 ザ･クイーンズヒル

（注） （1）上記の参加者に欠場があった場合は、組合せの一部を変更することがある。

（2）病気、その他の事由により欠場する場合は、事前に島津ゴルフ倶楽部（099-294-8111）に必ず連絡すること。

（3）ハーフ休憩あります。

競 技 委 員 長

「九州サーキット　第20回 鹿児島オープンゴルフトーナメント（予選会）」 組合せ表
（アマの部）

１８ホールズ・ストロークプレー

主    催  ： 

令和3年9月25日(土）

島津ゴルフ倶楽部


