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長濱　洋成 ジュイズＣＣ鹿屋コ－ス 平井　祐也 福山カントリ－クラブ 三宅　信一 鹿児島ゴルフリゾート 棚田　敏文 宮崎レイクサイドＧＣ

小林　丈大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 田中　雅之 若木カントリークラブ 田崎　直人 溝辺カントリークラブ 横山　翔伍 青島ゴルフクラブ

森　正尚 芥屋ＧＣ 小浦　和也 フリ－ 高良　恭祐 瀬嵩 吉田　敬三 フリ－

福ケ迫　弘光 フリ－ 北村　晃一 ミッションバレーＧＣ 成冨　晃広 シンセイテクノス㈱ 出水田　大二郎 ＴＯＳＳ

吉川　華鈴 フリ－ 勝田　兵吉 東京 椎屋　幸雄 鷹羽ロイヤルカントリ- 徳光　正則 九州ゴルフクラブ八幡リゾ-ト

日南住　太作 ザクラシックゴルフ倶楽部 林　辰大 フリ－ 枝川　史輝 グランドチャンピオンＧＣ 占部　芳和 九州ゴルフ倶楽部八幡コ－ス

村上　由眞 熊本空港カントリ－クラブ 坂下　竜三 フリ－ 鶴谷　竜一 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 今井　陽介 太平洋クラブ六甲コ－ス

冨安　貴竜 久留米カントリ－クラブ 小田　孔明 プレナス 安藤　有一 Ｋ’Ｓ　lsland GolF Academy福岡 中山　智 国際スポ－ツ振興会

黒木　章宏 フリ－ 髙橋　一朗 鹿児島ゴルフリゾ-ト 鶴久　慧 鹿北ＣＣ 石塚　祥貴 福岡雷山ＧＣ

岩切　美空 宮崎国際ＧＣ 三島　正文 奈良国際ゴルフ倶楽部 伊藤　将時 フリ－ 江村　博次 熊本空港ＣＣ

長内　雄太良 フェニックスゴルフアカデミー 宮川勝大 フリ－ 靑木　康高 司菊水ゴルフクラブ 渡辺　司 セガサミーホールディングス

北川　絢士郎 熊本中央ＣＣ 都間　克則 月ケ瀬カントリ－クラブ 蛭川　隆 高千穂ＣＣ 白浜　育男 ＲomaRo

黒木　鉄平 宮崎日本高等学校 石塚　祥利 福岡雷山 富元　薫 フリ－ 中村　勇治朗 フリ－

田﨑　春樹 大村湾カントリ－倶楽部 石塚　祥成 福岡雷山 前川　宏二郎 チェリ－ゴルフ鹿児島シ－サイド 坂井　真由美 都城母智丘ＣＣ

平嶋　友輔 フリ－ 成松　亮介 ザ、クイーンズヒルＧＣ 織掛　和郎 フリ－ 秋葉　真一 関文グル－プ

田口　寛 福岡センチュリ－GC 中井　賢人 フリ－ 上野　慎平 久山カントリ-クラブ 福沢　孝秋 諏訪湖ＣＣ

宮本　龍之介 ペニンシュラオ－ナ－ズＧＣ 長野　泰雅 福岡レイクサイドＣＣ 藤井　琢巳 宮崎国際ゴルフ俱楽部 中川　佳宣 都城母智丘ＣＣ

伊藤　哲彦 霧島ＧＣ 坪川　裕哉 太平洋クラブ 佐藤　紘士朗 フリ－ 野口　京一 都城母智丘ＣＣ

園田　紗理奈 熊本空港カントリ－クラブ 川野　裕太 溝辺ＣＣ 境　翔吾 ＢＩＧ　ＤＲＩＶＥ　ゴルフショップ 永松　宏之 ジャパンＰＧＡＧＣ

坂牧　優太 フリ－ 照屋　佑唯智 フリ－ 牧野　充宏 南山ＣＣ 糸永　達司 ジャパンＰＧＡＧＣ

武井　龍太 フェニックスゴルフアカデミー 山口　泰知 オ－シャンパレスゴルフクラブ 市元　紳一朗 青島ゴルフ倶楽部 山本　宜正 周坊灘ＣＣ

古川　創大 フェニックスＣＣ 甲斐　秀二 フェニックスＣＣ 緒方　孔哉 チュリ－鹿児島シ－サイド 稲森　兼隆 鹿児島チェリ－シ－サイド

山元　貴大 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 池村　寛世 フリ－ 酒匂　雅崇 フリ－ 河野　祐輝 フリ－

山下　慶弘 ㈱慶　Ｓ 仲西　盛弘 くまもと城南ＣＣ 浅田　実那 フリ－ 尾方　友彦 ミッションバレ－ゴルフクラブ

横田　竜成 フェニックスゴルフアカデミー 武田　幸一 麻生飯塚ゴルフクラブ 米田　崇 出雲空港カントリ- 平井　伸乃輔 くまもと中央カントリークラブ

森満　裕貴 宮崎国際ゴルフ倶楽部 長野　清一 ザ・クラッシックゴルフ倶楽部 萩枝　四郎 フリ－ 中道　洋平 福岡雷山ＧＣ

長田　真矩 福岡センチュリ－GC 嘉数　光倫 エナジック 横峯　良郎 フリ－ 松元　秀知 (有)松元企画

三浦　春輝 瀬嵩カントリ-クラブ 甲斐　慎太郎 ＩＳＰＳ 下村　仁 伊都ゴルフ倶楽部 飯田　雄介 フリ

新垣　貴史 琉球ゴルフクラブ 楠元　順一 都城母智丘ＣＣ 鬼塚　洋一 フリ－ 藤波　美有 フリ－

植田　晃大 奈良カントリ－クラブ 徳富　正樹 太平洋クラブ 外岩戸　市郎 大隅カントリ-クラブ 四村　彩也香 フリ－

中村　直典 フリ－ タイム－ル・フセイン フリ－ 岩坂　穣一郎 大隅カントリ-クラブ 和泉　亜莉沙 安芸カントリ-クラブ

永浦　リズム フリ－ 堀田　光将 熊本空港ＣＣ 小野　雅瑛 フリ－ 新田　有希 安芸カントリ-クラブ

上門　貞夫 琉球ゴルフ倶楽部 福添　雄大 湯の浦ＣＣ 今田　浩一 八代ＧＣ 永瀬　哲男 フリ－

片島　将義 臼杵ＣＣ 馬渡　敏秀 都城母智丘ＣＣ 小馬田　猛 八代ＧＣ 中村　正典 夜須高原カントリ－クラブ

木下　康平 ＴＫＵテレビ熊本 池村　晃稀 フリ－ 奥田　靖己 ユニテック 宿利原　高洋 祁答院ゴルフ倶楽部

和田　章太郎 フリ－ 山口　平 フェニックスゴルフアカデミー 髙松　厚 フリ－ 牛島　翔也 福岡サンレイゴルフ倶楽部

酒匂　修 都城母智丘ＣＣ 古川　雄大 大博多カントリ－クラブ 林　孔裕 宮崎国際ＣＣ 中田　樹 フリ－

元田　修 司ロイヤルＧＣ 池村　聖司 フリ－ 辻田　昭吾 熊本中央ＣＣ 三島　繁文 ザクイ－ンズヒルＧＣ

狩俣　昇平 フリ－ 尾辻　恵人 知覧カントリークラブ 東　聡 フリ－ 小野　重輝 フリ－

秋吉　翔太 ホ－ムテック 川上　幸輝 トラスト㈱マステクニネットワ－ク 山田　義孝 フナボリゴルフ 岡村　慶大 福岡センチュリ-

乙守　修 フェニックスＣＣ 阿曽沼　有祐 フリ－

大坪　豊 フェニックスＣＣ 一條　眞寛 フリ－

宮里　聖志 フリ－ 小溝　高夫 フリ－

野上　貴夫 ＤＴＣ 河野　竜也 ミッションバレ－ＧＣ

※スタ－ト時間３０分前に受付を終了して下さい *スタ－ト時間３０分前に受付を終了して下さい

※ウェイティングは、３月３日の午前６時より抽選します。 ※当日欠席者が出た場合、組合せの変更も有ります。 *当日欠席者が出た場合、組合せの変更も有ります。

宮崎オープン事務局ＴＥＬ090-3799-8147 ※距離測定器使用可 *乗用カ－トの乗車は可
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第10回宮崎オープン（組合せ表）　　平成３０年３月３日（土）都城母智丘カントトリ－クラブ
ＯＵＴ ＩＮ
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