
九州サーキット　第21回　

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

　園田　謙介 プレイス不動産販売  -2 　櫻井　勝之 フリー  -4 　多良間　伸平 ベルビーチ  -2 　清田　太一郎 フリー  0

　木村　佳昭 木村建設運輸  -2 　稲森　佑貴 フリー  -4 　日髙　将史 フリー  -2 　東　聡 フリー  0

※工藤　亜沙希 佐賀  +4 ※池田　拓己 茨木高原  0 ※髙尾　陽介 八女上陽  +4 　出石　幸喜 ゴルフパラダイス  0

※古川　創大 フェニックス  +4 ※外園　華蓮 グリーンランドリゾート  0 ※小村　優太 真駒内  +4 　木村　忠昭 木村建設運輸  0

　北島　泰介 ＴＫゴルフスタジオ  -2 　香妻　陣一朗 フリー  -5 　神野　浩 佐賀  -2 　藤島　晴雄 進電グループ  0

　成松　亮介 ザ・クイーンズヒル  -2 　出水田大二郎 Ｔｏｓｓ  -5 　長田　真矩 フリー  -2 　波当根　弓彦 ヴィクトリア・ゼビオ・大分 +1

※岩本　慎作 あつまる阿蘇赤水 +3 ※西口　尚樹 阿蘇大津  0 ※友枝　周作 くまもと中央  +4 　田中　梨夏子 フリー  +1

※森薗　大河 鹿屋Ｊ′ｓ  +3 ※山下　竜弥 大宰府  0 ※千葉　美範 グランドチャンピオン  +5 　大冝見　賢人 中田会館  +1

　稗田　基樹 キミヱコーポレーション  -3 　小田　孔明 プレナス  -6 　狩俣　安志 フリー  -1 　牛島　翔也 福岡サンレイク  +1

　冨永　大誠 フリー  -2 　鈴木　優大 えんＨＤ  -5 　照屋　佑唯智 まる  -1 　糸山　健太郎 ナウヒア  +1

※古賀　妃 フリー  +3 ※村松　陸 フリー  -2 ※冨田　大翔 グリーンランドリゾート  +5 　櫻井　省吾 フリー  +1

※船田　大紀 熊本南  +3 ※小杉　竜三 熊本空港  -1 ※山部　文康 高遊原  +5

　川上　幸輝 ＳｅｅＢｌｏｃｋ -3 　永野　竜太郎 フリー  -7 　日置　豊一 フリー  -1 　並河　利隆 福岡フードサプライ  +1

　秋吉　翔太 ホームテック  -3 　比嘉　一貴 フリー  -6 　大城　康孝 くまもと中央  -1 　宮里　優作 フリー    +1

※小窪　都斗 鹿児島空港36  +2 ※商崎　涼平 南九州  -2 ※世良　博 ミッションバレー  +5 　山元　貴大 麻生飯塚  +1

※長野　泰雅 福岡レイクサイド  +2 ※林田　直也 若宮  -2 ※木下　大峰 フリー  +5

　藤島　豊和 Ｔｏｐ　Ｗｏｒｋｓ  -3 　時松　隆光 筑紫ヶ丘  -9 　吉永　智一 ＴＫＵテレビ熊本  -1 　小田　新 鹿児島高牧  +1

　岩田　寛 フリー  -3 　森　正尚 芥屋  -7 　新留　徹 玉名  -1 　川岸　良兼 フリー  +1

※小杉　康之 熊本空港  +2 ※下園　航太 フリー  -3 ※林　将司 グランドチャンピオン  +5 　尾崎　直道 国際スポーツ振興協会  +1

※大村　浩輔 八代  +2 ※枝川　吏輝 グランドチャンピオン -3 ※髙城　英憲 かごしま空港36  +6

　鈴木　理央 フリー  -3 　諸藤　将次 ディライトワークス  -1

　佐藤　和紀 志摩シーサイド  -3 　坂牧　優太 結樹工業  -1

※黒田　泰生 チェリーＧＣ宇土  +1 ※辻田　昭吾 くまもと中央  +6

※平井　伸乃輔 くまもと中央  +2 ※山口　泰知 オーシャンパレス  +6

　小浦　和也 フリー  -4 　藤岡　健吾 岩国センチュリー 0

　野元　貴弘 島津  -3 　山本　隆允 福岡雷山  0

※内藤　滉人 大分ＣＣ月形  +1 ※加藤　飛可留 不知火  +6

※上山　捷馬 青島  +1 ※豊田　真太郎 司ロイヤル  +6

　河野　晃一郎 飯田通商 -4 　笠　哲郎 フリー  0

　橋本　健太ﾕ 西日本ビルド  -4 　今福　宇輝人 福岡地行  0

※奥村　栄史郎 くまもと中央  0 　日下部幸之助 福岡セヴンヒルズ  0

※児玉　章太郎 ミッションバレー  +1 　仲村　譲二 フリー  0
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競技委員長　田丸　洋介
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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。
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