
NO．１　　TEE NO.１０　　TEE 令和３年10月30日（土）
TIME PLAYERS 所　　属 スコア TIME PLAYERS 所　　属 スコア TIME PLAYERS 所　　属 スコア TIME PLAYERS 所　　属 スコア

※今村　美優 祁答院 +5 ※吉田　京介 中津 +2 ※鶴見　優斗 鹿児島城西高校 +6 ※外岩戸　市郎 大隅 +10

※工藤　亜砂希 佐賀 +5 ※永山　啓太 フリー +2 ※上田　千代幸 鷹羽ロイヤル +6 ※斎藤　弘志 宮﨑大淀 +10

　永本　泰三 ㈱丸清 -2 　青木　尉 福岡センチュリー -4 　鈴木　優大 えんＨＤ -2 　山地　春浄 夜須高原 -1

　篠原　仕師命 フリー -2 　上浦　雄大 ゼンケイ -4 　長﨑　喜亨 ミズノゴルフスクール -2 　酒匂　雅崇 熊本空港 -1

※山出　耕三 祁答院 +5 ※田原　和 ミッションバレー +1 ※水迫　栄治 いぶすき +6 ※宮﨑　洋 球磨 +10

※久我　啓介 高遊原 +5 ※上笹貫　祥寛 溝辺 0 ※細山田　暁仁 島津 +6 　日下部　幸之助 福岡セヴンヒルズ -1

　尾辻　恵人 知覧 -2 　玉城　海伍 クリード沖縄 -4 　蛭川　隆 セガミック -2 　中島　邦宏 ホームテック -1

　境　翔吾 フリー -2 　細野　勇策 フリー -4 　新留　徹 玉名 -2 　中武　力 ㈱ほっかほっかフーヅ 0

※中山　晴太 南九州 +4 ※永井　勝己 フェニックス 0 ※森　博嗣 大隅 +7 ※上村　愛 チェリー鹿児島 +11

※芋高　虎男 フリー +4 ※横山　朝陽 知覧 0 ※橋口　星空 グリーンヒル +7 ※江口　正和 セブンミリオン +11

　樺島　楓 佐賀 -3 　小林　丈大 麻生飯塚 -6 　鶴谷　竜一 東弘ビルサービス -2 　熊本　侑三 筑紫野 0

　具志　武治 沖広グループ -3 　成松　亮介 ザ・クィーンズヒル -6 　中道　洋平 福岡雷山 -2 　川野　祐太 溝辺 0

※中晴　亮二 大分サニーヒル +4 ※米山　慶 南九州 -1 ※橋口　璃子 島津 +7 ※高橋　治行 くまもと中央 +12

※藤永　佳昭 小倉 +4 ※矢内　大喜 空港36 -2 ※渡瀬　昭彦 チェリー鹿児島 +7 　照屋　佑唯智　 ㈱まる 0

　永浦　吏杜睦 ザ・クラッシク -3 　山下　英治 フリー -6 　石塚　祥利 芥屋 -2 　園田　謙介 ㈱プレイス不動産販売 0

　宮下　進一 南九州 -3 　川上　幸輝 フリー -6 　坂牧　優太 結樹工業 -2

※吉留　政幸 フリー +4 ※木下　大峰 佐賀 -4 ※早崎　研司 くまもと中央 +7 ※東野　智行 福岡レイクサイド +12

※池田　拓史 鹿児島国際 +4 ※有薗　純 霧島 -4 ※江口　義明 中九州 +7 　矢野　佑介 フリー 0

　狩俣　昇平 フリー -3 　稗田　基樹 フリー -6 　坂本　隆一 くまもと中央 -2 　槇　清裕 リージェント宮崎 0

　稲田　愛篤 玄海 -3 　大城　康孝 くまもと中央 -6 　工藤　潤 蓼科高原 -1

※肥後　渡 フリー +4 ※小窪　都斗 空港36 -4 ※山崎　哲也 祁答院 +7

※世良　博 福岡第一高等学校 +4 ※外岩戸　晟士 大隅 -7 ※西山　貴道 佐賀クラシック +7

　玉城　元気 エナジック -3 　藤島　晴雄 進電グループ -7 　宿利原　高洋 祁答院 -1

　飯田　雄介 フリー -3 　井手口　正一 フリー -8 　小田　新 鹿児島高牧 -1

※津野　秀昭 グランドチャンピオン +3 ※久我　健心 グリーンランドリゾート +8

※大藪　仁 グリーンヒル +3 ※飯田　孝行 ゴールデンパーム +8

　成冨　晃広 フリー -4 　宮川　勝大 フリー -1 ◎欠場者があった場合は変更することがあります。

　日高　将史 フリー -4 　橋野　寿造 フリー -1 ※はアマチュア

※米　誠ノ心 南九州 +3 ※中江　嘉孝 祁答院 +8

※宮内　拓也 蒲生 +3 ※大北　幸生 霧島 +9 競技委員長　田丸　洋介

　仲西　盛弘 くまもと城南 -4 　櫻井　省吾 てげてげゴルフチャンネル -1

　小浦　和也 フリー -4 　中村　志凪 宮﨑レイクサイド -1

※大西　浩司 中津 +3 ※大澤　信行 水戸 +9

※遠藤　崇真 鹿児島国際 +3 ※中村　勇治朗 フリー +10

　黒木　紀至 UMKテレビ宮﨑 -4 　野元　貴弘 島津 -1

　佐藤　和紀 志摩シーサイド -4 　上村　竜太 セガミック -1
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九州サーキット　第20回　鹿児島オープンゴルフ　最終日組み合わせ表
 プロ ５９名 　アマ ５５名 　合計 １１４名

会場：　島津ゴルフ倶楽部
ＴＥＬ：　０９９－２９４－８１１１


