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№10スタート

№ TIME 選手名 歳 所属 № TIME 選手名 歳 所属 № TIME 選手名 歳 所属 № TIME 選手名 歳 所属

＊ 小笠原良安 56 古賀ＧＣ ＊ 濵地　博史 54 大博多ＣＣ ＊ 藤井　茂樹 59 麻生飯塚ＧＣ ＊ 井手　保臣 52 八女上陽

 鷹巣　南雄 76 鹿野山ＧＣ ＊ 李　　誠 58 中須ＧＣ ＊ 山内　孝徳 63 福岡雷山ＧＣ ＊ 山田　竜平 64 芳賀ＣＣ

 片山　康 71 片山康ゴルフ企画  秋葉　真一 54 関文グループ  冨永　浩 58 アコーディア・ゴルフ  奥田　靖己 59 ユニテックス

 青木　基正 69 フリー  溝口　英二 54 フリー  早野　健 54 フリー  白浜　育男 60 ＲｏｍａＲｏ

＊ 林　文男 52 福岡ＣＣ和白Ｃ ＊ 小杉　康之 60 阿蘇ハイランドＧＣ ＊ 川﨑　博文 50 チェリーＧＣ　小倉南Ｃ ＊ 上田　雄次 50 久山ＣＣ

 海老原清治 70 我孫子ＧＣ ＊ 山岡　明徳 64 福岡ＣＣ和白Ｃ ＊ 岡村　英之 51 周南ＣＣ ＊ 福田　健一 51 八女上陽

 佐藤　正一 71 国際スポーツ振興協会  金　鍾　徳 58 大山ＧＣ  中山　正芳 51 フリー  牧野　裕 63 新昭和

 長田　力 66 ＧＯＧ  伊澤　利光 51 フリー  大山　健 56 フリー  岡茂　洋雄 50 鷹の巣ＧＣ

福岡シニアオープン実行委員会 ＊ 長野　毅 53 福岡サンレイクＧＣ ＊ 林　　明 52 関西ＧＣ ＊ 吉田　勝也 63 ブリヂストンＣＣ

＊ 山内　辰崇 52 福岡ＣＣ和白Ｃ ＊ 戎崎　雅治 51 宇部７２ＣＣ ＊ 三島　繁文 53 ザ・クイーンズヒルＧＣ

 水巻　善典 61 鳴尾ＧＣ  ソク・ジョンユル 50 フリー  手嶋　啓二 62 若松ＧＣ

 柳沢　伸祐 53 アビバＨＤ  桑原　克典 50 ミズノ  日下部光隆 50 長谷川トラストグループ

＊ 上妻　季巳 71 ザ･クラシックＧＣ ＊ 末永　末男 65 夜須高原ＣＣ ＊ 末延　武敏 66 志摩シーサイドＣＣ ＊ 小坂　鉄治 57 ザ・クラシックＧＣ

＊ 松岡　國男 57 志摩シーサイドＣＣ ＊ 佐藤　 辰男 67 八女上陽ＧＣ ＊ 伊藤　譲二 68 福岡ＣＣ和白Ｃ ＊ 林　俊行 53 ワールドＣＣ

 久保　勝美 57 高根ＣＣ  倉本　昌弘 64 フリー  中島　武志 54 ミック．リガールグループ  小溝　髙夫 58 九州樹脂工業

 河村　雅之 52 安芸ＣＣ  崎山　武志 56 アビバＨＤ  齋藤　義勝 55 芳賀ＣＣ  渡辺　司 62 セガサミーＨＤ

＊ 塚本　浩信 57 くまもと中央ＣＣ ＊ 石田　信文 59 ＴＯＳＨＩＮ ＊ 木下　竜夫 67 チェリーGC　宇土C ＊ 福島　有穂 52 佐世保ＣＣ

＊ 野村　卓洋 51 平塚富士見 ＊ 谷川　富夫 62 つくもＧＣ ＊ 嶋村　健 53 熊本空港ＣＣ ＊ 石川　顕潤 51 ザ･クラシックGC

 清水　洋一 56 フリー  室田　淳 64 長寿の里  西沢　章夫 55 アコーディアゴルフ花生ＣＣ  清家　和夫 55 北海道ブルックスＣＣ

 Ｇ・マイヤー 58 パールＣＣ  米山　剛 54 ヨネックス  伊藤　正己 63 明智ＧＣ  山本己沙雄 65 カンサイＨＤ

＊ 大塚　正常 54 福岡ＣＣ和白Ｃ ＊ 東　大智郎 65 佐世保ＣＣ ＊ 庄嶋　毅 50 福岡ＣＣ和白Ｃ ＊ 今林　伸一 54 久山ＣＣ

＊ 新井　友京 60 古賀ＧＣ ＊ 福島　祐一 63 ワールドＣＣ ＊ 藤木　久臣 51 ザ・クイーンズヒルＧＣ  呂　文　徳 56 台湾

 尾崎　直道 63 国際スポーツ振興協会  川岸　良兼 52 フリー  塚田　好宣 50 フリー  友利　勝良 66 サニクリーン

 山添　昌良 52 シーミュージック  Ｐ・マークセン 53 ＳＩＮＧＨＡ  篠崎　紀夫 50 北谷津Ｇガーデン  五十嵐雄二 51 Ｏ・Ｅ・Ｆ

＊ 八田　浩光 54 福岡サンレイクＧＣ ＊ 山口　晴輝 66 ハウステンボスＣＣ ＊ 田中　秋則 54 かほＧＣ ＊ 島田昇二郎 63 八女上陽ＧＣ

＊ 温井　巧造 60 岩国センチュリーＧＣ ＊ 進藤　裕明 62 福岡ＣＣ和白Ｃ ＊ 坂井　利弘 64 ブリヂストンＣＣ  立山　光広 51 ファーストハウジング

 髙見　和宏 59 フリー  盧　建　順 59 富邦金控  杉原　敏一 55 ユニテックス  佐藤　浩司 58 福岡ＣＣ和白C

 白潟　英純 53 九州ＧＣ　八幡Ｃ  羽川　豊 61 ＩＰＯＣ  Ｔ・ウィラチャン 52 ＳＩＮＧＨＡ  パク　ブーウォン 54 韓国

＊ 久間　敏弘 60 八女上陽ＧＣ ＊ 佐藤　博 55 福岡ＣＣ和白Ｃ ＊ 月成　守康 54 佐賀ＣＣ

＊ 野田　尚登 64 小郡ＣＣ ＊ 松田  一彦 51 ザ･クラシックＧＣ ＊ 鎗水久美彦 62 ミッションバレーＧＣ 競技管理委員会

 加瀬　秀樹 59 フリー  芹澤　信雄 59 ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ  真板　潔 59 フリー ＊印:アマチュア

 鈴木　亨 53 ミズノ  井戸木鴻樹 57 小野東洋ＧＣ  Ｂ・レーン 59 イングランド

＊ 山中　均 67 福岡国際ＣＣ

＊ 青谷　哲也 52 福岡ＣＣ和白Ｃ

 寺西　明 53 日本港運

 田村　尚之 55 ダイクレ

●この組合せは欠席者があった場合、変更することがあります。
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№1 スタート

【スーパーシニア】

1 8:00 7 9:20 1 8:00

10 9:302 8:10 8 9:30 2

【シニア】
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