
南 コース 北　コース 1st Tee 10th Tee
No. Time 所属先 No. Time 所属先 No. Time 所属先 No. Time 所属先

時松 隆光 筑紫ヶ丘GC 山元 貴大 麻生飯塚GC 宮里 優作 フリー 増田 裕太郎 芥屋GC

永野 竜太郎 フリー 村上 由眞 熊本空港CC 出水田 大二郎 TOSS 伊藤 有志 アイシグリーンシステム

成冨 晃広 シンセイテクノス 横田 吉宏 ひらまつ病院 三重野 里斗 キミヱコーポレーション 諸藤 将次 ディライトワークス

森 正尚 芥屋GC 関 凌之介 宮崎レイクサイドGC 野元 貴弘 島津GC 安部 寛章 芥屋GC

日高 将史 フリー 岩本 和徳 ブイサイン 北村 晃一 ダック技建 宮里 聖志 フリー

今福 宇輝人 福岡地行 園田 謙介 プレイス不動産販売 藤島 晴雄 進電グループ 秋吉 翔太 ホームテック

山本 隆允 福岡雷山GC 新留 徹 玉名CC 藤島 征次 ロイズコーポレーション 伊波 芳准 森川ゴルフガーデン

香妻 陣一朗 フリー 鈴木 優大 えんホールディングス 西村 匡史 フリー 下村 仁 伊都GC

北川 祐生 取手国際GC 上村 竜太 フリー 髙橋 竜彦 浜通り交通 大宜見 賢人 中田会館

中道 洋平 福岡雷山GC 長田 真矩 フリー 小林 丈大 麻生飯塚GC 中島 邦宏 ホームテック

冨永 大誠 フリー 多良間 伸平 ベルビーチGC 古川 雄大 フリー 佐藤 佑樹 熊本空港CC

梅山 知宏 アイシグリーンシステム 木村 佳昭 木村建設運輸 野上 貴夫 ホームテック 神野 浩 佐賀CC

並河 利隆 福岡フードサプライ 狩俣 昇平 フリー 吉原 伸治 フリー 矢野 佑介 祁答院GC

日下部 幸之助 福岡セヴンヒルズGC 木下 康平 マイナビ 菊田 奨 フェニックスCC 小林 忍 西戸崎開発

山口 平 フェニックスCC 川野 裕太 溝辺CC 尾方 友彦 ミッションバレーGC 池村 晃稀 フリー

照屋 佑唯智 まる 新原 隆太 玄海GC 稲田 愛篤 玄海GC 比嘉 一貴 フリー

森 雄大 伊都GC 蛭川 隆 キミヱコーポレーション 仲村 譲二 フリー 小田 孔明 プレナス

和田 章太郎 ディライトワークス 山下 英治 フリー 稗田 基樹 キミヱコーポレーション ＠出利葉太一郎 日本大学

小浦 和也 フリー 佐藤 和紀 志摩シーサイドCC 川上 幸輝 Seeblock 稲森 佑貴 フリー

藤島 豊和 Top Works 坂牧 優太 結樹工業 土井 博喜 玄海GC 嘉数 光倫 エナジック

成松 亮介 ザ・クイーンズヒルGC 山形 陵馬 フリー 櫻井 省吾 フリー ＠石塚　祥利 福岡雷山GC

増田 裕太郎 芥屋GC 宮里 優作 フリー 山元 貴大 麻生飯塚GC 時松 隆光 筑紫ヶ丘GC

伊藤 有志 アイシグリーンシステム 出水田 大二郎 TOSS 村上 由眞 熊本空港CC 永野 竜太郎 フリー

諸藤 将次 ディライトワークス 三重野 里斗 キミヱコーポレーション 横田 吉宏 ひらまつ病院 成冨　晃広 シンセイテクノス

安部 寛章 芥屋GC 野元 貴弘 島津GC 関 凌之介 宮崎レイクサイドGC 森 正尚 芥屋GC

宮里 聖志 フリー 北村 晃一 ダック技建 岩本 和徳 ブイサイン 日高 将史 フリー

秋吉 翔太 ホームテック 藤島 晴雄 進電グループ 園田 謙介 プレイス不動産販売 今福　宇輝人 福岡地行

伊波 芳准 森川ゴルフガーデン 藤島 征次 ロイズコーポレーション 新留 徹 玉名CC 山本 隆允 福岡雷山GC

下村 仁 伊都GC 西村 匡史 フリー 鈴木 優大 えんホールディングス 香妻　陣一朗 フリー

大宜見 賢人 中田会館 髙橋 竜彦 浜通り交通 上村 竜太 フリー 北川　祐生 取手国際GC

中島 邦宏 ホームテック 小林 丈大 麻生飯塚GC 長田 真矩 フリー 中道 洋平 福岡雷山GC

佐藤 佑樹 熊本空港CC 古川 雄大 フリー 多良間 伸平 ベルビーチGC 冨永　大誠 フリー

神野 浩 佐賀CC 野上 貴夫 ホームテック 木村 佳昭 木村建設運輸 梅山　知宏 アイシグリーンシステム

矢野 佑介 祁答院GC 吉原 伸治 フリー 狩俣 昇平 フリー 並河 利隆 福岡フードサプライ

小林 忍 西戸崎開発 菊田 奨 フェニックスCC 木下 康平 マイナビ 日下部 幸之助 福岡セヴンヒルズGC

池村 晃稀 フリー 尾方 友彦 ミッションバレーGC 川野 裕太 溝辺CC 山口　平 フェニックスCC

比嘉 一貴 フリー 稲田 愛篤 玄海GC 新原 隆太 玄海GC 照屋　佑唯智 まる

小田 孔明 プレナス 仲村 譲二 フリー 蛭川 隆 キミヱコーポレーション 森　雄大 伊都GC

＠出利葉太一郎 日本大学 稗田 基樹 キミヱコーポレーション 山下 英治 フリー 和田 章太郎 ディライトワークス

稲森 佑貴 フリー 川上 幸輝 Seeblock 佐藤 和紀 志摩シーサイドCC 小浦　和也 フリー

嘉数 光倫 エナジック 土井 博喜 玄海GC 坂牧 優太 結樹工業 藤島　豊和 Top Works

＠石塚　祥利 福岡雷山GC 櫻井 省吾 フリー 山形 陵馬 フリー 成松 亮介 ザ・クイーンズヒルGC

＠…アマチュア

芥屋グループチャリティゴルフトーナメント

選手名 選手名 選手名 選手名

2nd Round　2020/8/27　福岡雷山ゴルフ倶楽部 (Par72)1st Round　2020/8/26　筑紫ヶ丘ゴルフクラブ (Par72)

15 8:05

2 8:10 16 8:15 2 8:10 16 8:15

1 8:00 15 8:05 1 8:00

17 8:25

4 8:30 18 8:35 4 8:30 18 8:35

3 8:20 17 8:25 3 8:20

19 8:45

6 8:50 20 8:55 6 8:50 20 8:55

5 8:40 19 8:45 5 8:40

21 9:05

8 9：10 22 9:15 8 9：10 22 9:15

7 9：00 21 9:05 7 9：00

23 9:25

10 9：30 24 9:35 10 9：30 24 9:35

9 9：20 23 9:25 9 9：20

ツアープレーヤー81名　アマチュア2名

（注）欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります

27 10:05 27 10:05

25 9:45

12 9：50 26 9:55 12 9：50 26 9:55

11 9：40 25 9:45 11 9：40

14 10：10 14 10：1028 10:15 28 10:15

13 10：00 13 10：00


