
九州サーキット　第22回　ポカリスエット

ＴＫＵカップ熊本オープンゴルフトーナメント 開催日：

会　場： くまもと中央カントリークラブ

ＯＵＴ（ＮＯ.1） ＩＮ（ＮＯ.10）

No. 時　刻 名　　前 所　　属 初日 No. 時　刻 名　　前 所　　属 初日 No. 時　刻 名　　前 所　　属 初日 No. 時　刻 名　　前 所　　属 初日

　山下　英治 フリー  -1 　牛島　翔也 福岡サンレイク  -3 　川野　裕太 溝辺 -1 　宮川　勝己 阿蘇グリーンヒル +1

　宮川　勝大 フリー -1 　鈴木　理央 フリー  -3 　河野　晃一郎 飯田通商  -1 　小林　丈大 麻生飯塚  +1

※興呂木　大輔 グランドチャンピオン +7 ※吉田　京介 中津  +2 ※加藤　飛可留 不知火  +7 　照屋　佑唯智 まる  +1

※林　孔裕 宮崎国際  +7 ※小杉　康之 熊本空港 +2 ※外岩戸　晟土 大隈  +7 　安部　寛章 芥屋  +1

　菊田　奨 フェニックス  -1 　石塚　祥利 芥屋  -4 　小浦　和也 フリー  -1 　田口　寛 福岡センチュリー +2

　坂本　隆一 くまもと中央  -1 　玉城　海伍 クリード沖縄  -4 　渡邉　弘泰 瀬板の森北九州  -1 　藤井　勇 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ久留米  +2

※松井　優
二丈 

+7 ※村柗　陸 グリーンランドリゾート  +1 ※中川　英介 あつまるレーク  +7 　髙松　竜也 ﾄｰﾀﾙ・ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ +2

※長尾　小百合 グリーンランドリゾート  +7 ※東家　春奈 グランドチャンピオン  +2 ※渡部ｾﾘｰﾇ清香 グリーンランドリゾート  +8 　新井　清貴 フリー  +2

　中村　志凪 宮崎レイクサイド  -2 　深堀　昌之 エフグランツ  -4 　長田　真矩 フリー  -1 　鶴谷　竜一 東弘ビルサービス  +2

　村上　颯汰 くまもと城南 -1 　佐藤　和紀 志摩シーサイド  -4 　坂牧　優太 結樹工業  0 　酒勾　雅崇 熊本空港 +2

※内藤　滉人 大分ＣＣ月形  +5 ※有薗　純 霧島  +1 ※豊田　ヒカル 司ロイヤル  +8 　稲田　愛篤 玄海  +2

※山本　大勢 鷹羽ロイヤル  +6 ※中村　成児 くまもと中央  +1 ※宗光　徹 ミッションバレー +9 　伊波　芳准 森川ゴルフガーデン  +2

　木下　夏帆 くまもと城南 -2 　岡村　了 平川  -4 　上浦　雄大 ゼンケイ  0 　下村　仁 フリー  +2

　森　雄大 伊都  -2 　大城　康孝 くまもと中央  -4 　仲西　盛弘 くまもと城南  0 　今井　陽介 Ｒ．Ｅ．ＷＯＲＫＳ  +2

※木下　大峰 佐賀  +5 ※世良　博 ミッションバレー  0 ※松岡　廉太郎 ミッションバレー  +9 　細野　勇策 フリー  +2

※荒木　嘉一 志摩シーサイド  +5 ※荒川　怜郁 フリー  +1 ※磯野　道仁 グランドチャンピオン  +9 　森本　雄也 エフカンパニー  +2

　坂本　直孝 サンゴルフ  -2 　藤島　晴雄 進電グループ  -5 　内山　遥人 芥屋  0 　鈴木　優大 えんＨＤ +2

　波当根　弓彦 ｳﾞｨｸﾄﾘｱ・ｾﾞﾋﾞｵ・大分店  -2 　遠藤　健太 サーティ・ファイブ  -5 　稗田　基樹 フリー  0 　日置　豊一 フリー  +2

※西嶋　元風 ザ・クイーンズヒル  +4 ※奥村　栄史郎 くまもと中央  -2 ※熊川　大志 グリーンランドリゾート  +10 　小林　忍 西戸崎開発  +2

※髙尾　陽介 八女上陽  +5 ※丸尾　怜央 青島  0 ※古賀　遼平 ミッションバレー  +10

　仲村　譲二 フリー  -3 　狩俣　昇平 フリー  -6 　日下部幸之助 福岡セブンヒルズ  0

　木村　幸広 革命とはこのこと  -2 　時松　隆光 筑紫ヶ丘  -6 　中島　邦宏 ホームテック  0

※小野　翼 天山  +4 ※冨田　大翔 グリーンランドリゾート  -4 ※馬渡　敏秀 鹿児島国際 +10

※山下　竜弥 大宰府  +4 ※林田　直也 若宮  -3 ※辻丸　翔一 フリー  +10

　森　正尚 芥屋  -3 　佐藤　佑樹 熊本空港  +1

　南　大樹 大阪  -3 　成松　亮介 ザ・クイーンズヒル  +1

※藤本　直樹 若宮  +3 　熊本　侑三 筑紫野  +1

※山川　雄太郎 福岡雷山  +3 　工藤　潤 夢科高原 +1

　上村　竜太 セガミック  -3 　大冝見　賢人 中田会館  +1

　秋吉　翔太 ホームテック  -3 　飯田　雄介 フリー  +1

※長野　泰雅 福岡レイクサイド  +2 　冨安　貴竜 福岡センチュリー +1

※豊田　真太郎 司ロイヤル  +2 　出石　幸喜 ゴルフパラダイス  +1
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※印はアマチュア

※欠場者のあった場合は組合せの一部が変更になる場合があります。

競技委員長　田丸　洋介
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