
2017.11.21

佐賀カントリー倶楽部

〔 　アウトコース 　〕 九州地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

林林  武史 内⼭山  茂樹 中野  好也 上野  宏

落落⽥田  ⻯竜⼀一郎郎 森下  光 梅本  武史 荒⽊木  嘉⼀一

⾼高尾  陽介 林林  ⽂文男 鈴鈴⼭山  智 平⼭山  美幸

⽥田島  宏 ⼭山⽥田  剛裕 永富  敬康 杉⾕谷  聡昭

⻄西岡  ⽂文隆 外尾  秀美 荻原  ⼀一利利 ⽥田渕    豪

浜崎  晃 ⻄西尾  公孝 中村  信⼀一 ⽩白川  博之

川久  保壽麿 百武  雄介 ⾕谷村  俊郎郎 ⼭山本  正樹

⾼高野  蔵治 ⾼高⼭山  豊 室井  隆司 ⾼高⽥田  史彦

宮⽥田  知美 幸治  学 松本  浩⼆二 有村  稔蔵

⽮矢幡  幸治 末武  浩平 寺内  秀昭 佐藤  義国

末武  勇平 千原  英之 佐々⽊木  徹 廣⽥田  ⾕谷助

10 8:56
ローレル⽇日⽥田カントリークラブ・シヤLINE 第⼀一三共株式会社・チームDS

11 9:03
あつまる阿蘇⾚赤⽔水ゴルフ倶楽部・あつまろ会ローレル⽇日⽥田カントリークラブ・ぶらっくすぷれー

8 8:42
⼩小倉カンツリー倶楽部・チームぽんちゃん 株式会社ロイズコーポレーション・チーム612

9 8:49
⽟玉名カントリークラブ・よかにゃん TOTO九州販売株式会社・チームTOTO福岡

6 8:21
佐賀カントリー倶楽部・まあまあたあ 佐世保カントリー倶楽部・⽯石盛NAIS

7 8:35
天⼭山カントリークラブ・Mt.Heaven(マウントヘイブン) プルデンシャル⽣生命保険㈱福岡第四⽀支社・チームPOJ

4 8:07
佐賀クラシックゴルフ倶楽部・サガクラ ⻑⾧長崎国際ゴルフ倶楽部・⻑⾧長崎国際ゴルフ倶楽部

5 8:14
佐賀クラシックゴルフ倶楽部・よかろうもん？ 九州ゴルフ倶楽部⼩小岱⼭山コース・チームオギハラ

2 7:53
浮⽻羽カントリークラブ・UKIHA-‐‑‒B 志摩シーサイドカンツリークラブ・⾶飛ばし屋軍団

3 8:00
浮⽻羽カントリークラブ・UKIHA 北北⼭山カントリークラブ・チームAE

1 7:46
浮⽻羽カントリークラブ・UKIHA-‐‑‒C 伊都ゴルフクラブ・チーム伊都

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2017.11.21

佐賀カントリー倶楽部

〔 　インコース 　〕 九州地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

千葉葉  拓拓之 久保⽥田  倫倫有 藤井  康浩 藤野  賢児

井上  峰夫 ⼤大熊  祈佳 ⼩小寺  勝 南  和彦

⼤大倉  清 ⽶米倉  雄⼀一郎郎 三好  浩之 永⽥田  満

嘉村  亮亮平 須藤  義寛 松尾  勝茂 脇坂  慎次

江越  貴之 野⼝口  賢児 篠原  茂⾏行行 古賀  浩⼆二

⼯工藤  英由紀 ⽷糸⼭山  和⾂臣 東  ⼤大智郎郎 岩⼾戸  和⾏行行

川内  聖彦 ⼩小渕  寿幸 久富  貴之 ⾼高橋  秀聡

中⼭山  ⻯竜⼰己 椎野  信之 植津  明 ⽇日⾼高  ⼤大輔

⽥田中  秀⽂文 ⽶米倉  ⽣生慶 伊藤  智勝 多賀  史年年

三苫  ⼈人 志⾕谷  隆弘 古賀  正信 上  寿雄

河津  ⿓龍龍市 川浪浪  鋭司 渡辺  猛 松永  ⽂文夫

※競技当⽇日、⽋欠席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更更になる場合があります。

⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権

競技委員⻑⾧長 　豊島  豊

〔  受付開始  〕 6時30分

※ご案内のスタート時間（40分前）までにご来場、受付をお済ませ下さい。

〔  緊急連絡先  〕 運営本部  080-‐‑‒6578-‐‑‒1414（⼤大会事務局の受付時間外及び競技当⽇日の連絡先）

11 9:03
ローレル⽇日⽥田カントリークラブ・ぶらっくすぷれー あつまる阿蘇⾚赤⽔水ゴルフ倶楽部・あつまろ会

9 8:49
⽟玉名カントリークラブ・よかにゃん TOTO九州販売株式会社・チームTOTO福岡

10 8:56
ローレル⽇日⽥田カントリークラブ・シヤLINE 第⼀一三共株式会社・チームDS

7 8:35
天⼭山カントリークラブ・Mt.Heaven(マウントヘイブン) プルデンシャル⽣生命保険㈱福岡第四⽀支社・チームPOJ

8 8:42
⼩小倉カンツリー倶楽部・チームぽんちゃん 株式会社ロイズコーポレーション・チーム612

5 8:14
佐賀クラシックゴルフ倶楽部・よかろうもん？ 九州ゴルフ倶楽部⼩小岱⼭山コース・チームオギハラ

6 8:21
佐賀カントリー倶楽部・まあまあたあ 佐世保カントリー倶楽部・⽯石盛NAIS

3 8:00
浮⽻羽カントリークラブ・UKIHA 北北⼭山カントリークラブ・チームAE

4 8:07
佐賀クラシックゴルフ倶楽部・サガクラ ⻑⾧長崎国際ゴルフ倶楽部・⻑⾧長崎国際ゴルフ倶楽部

所属／チーム名

2 7:53
浮⽻羽カントリークラブ・UKIHA-‐‑‒B 志摩シーサイドカンツリークラブ・⾶飛ばし屋軍団

1 7:46
浮⽻羽カントリークラブ・UKIHA-‐‑‒C 伊都ゴルフクラブ・チーム伊都

組 時間
所属／チーム名


