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【種　目】：　男子Aクラス 4

空港ＴＣ ルネサンス Ｔeam　ティファニー キャンティ
山元　茂 ジオテック 後藤洋二郎 ルネサンス 山西浩司 ティファニー 山元敏彦 クラブキャンティ

曽根　正幸 ジオテック 本田充生 ルネサンス 槙　英俊 ティファニー 川越貴浩 クラブキャンティ

三好　学 ジオテック 太田準也 ルネサンス 新谷一郎 ルネサンス 松浦一郎 クラブキャンティ

志賀　真 ファイナル 池田幸司 ルネサンス 太田順三 新田原TC 永富一之 ジオテックＴＣ
永易　修一 ファイナル 重松　拓弥 ルネサンス 鹿嶋恵一 ティファニー 弓削博嗣 クラブキャンティ

熊本　信晃 ベアーズ 佐々木学 ルネサンス 徳丸　潤 Dias Dea

【種　目】：　男子Bクラス 17

チーム磯の波へぇ Club ティファニー ジオテックＡ なんで～ですか
小野　真一 磯 鹿嶋英明 ティファニー 鄧鋼（デンガン） ジオテックＴＣ 三谷　徹 旭化成ＴＣ
前田　啓一 磯 沼田和也 ティファニー 矢崎　成俊 ジオテックＴＣ 矢吹　裕二 旭化成ＴＣ
佐竹　且弘 磯 佐伯　稔 高鍋クラブ 済陽文史郎 ジオテックＴＣ 今井　啓二 旭化成ＴＣ
水元　智弘 磯 猪俣裕朗 高鍋クラブ 市坪　政浩 ジオテックＴＣ 熊澤　光洋 旭化成ＴＣ
阿部　徹 磯 押川正志 高鍋クラブ 大竹　克彦 ジオテックＴＣ 松井　隆亮 旭化成ＴＣ
浅尾　健二 磯 長濱隆史 シーガイア 赤木　正見 ジオテックＴＣ 田所　義幸 旭化成ＴＣ
松葉　勲 磯 谷山一郎 ティファニー 山下　寛 ジオテックＴＣ 野田　英児 旭化成ＴＣ
湯地　克仁 磯 須藤寛司 高鍋プラクティス 中崎　忍 ジオテックＴＣ

ジオテックＢ チーム　気合だ～ ミスマッチ ナダルカナル タカ
園田　育功 ジオテックＴＣ 宮田　澄男 旭化成ＴＣ 谷口　岳 都城ローン 長友　悟 ダンデライオン

押川　幹男 ジオテックＴＣ 小池　敏久 旭化成ＴＣ 森　　弘 都城ローン 岩永　貴宏 ダンデライオン

亀山　晃弘 ジオテックＴＣ 菅　英明 旭化成ＴＣ 宮ヶ迫浩二 都城ローン 川上　貴大 ダンデライオン

辻川　亨 ジオテックＴＣ 星谷　正男 旭化成ＴＣ 石川幸冶 シーガイア 花森　裕久 ルネサンス
冨永　則充 ジオテックＴＣ 岩男　満年 旭化成ＴＣ 白石浩司 都城ローン 瀬尾　隆太 ルネサンス
安部浩太郎 ジオテックＴＣ 森　清一 旭化成ＴＣ 穎川　司 加納Ｚ 花立　喜照 ジオテックＴＣ

永田　利昭 ジオテックＴＣ 黒田　一利 旭化成ＴＣ

ファイナルメン アッパレＸＸＸ Den Den バナナクラブ
井上曠典 ファイナル 黒木憲吉 シーガイア 興水正三郎 ゆいまーる 日高良雄 バナナクラブ
野口芳秀 ファイナル 垂水　透 シーガイア 河野通裕 ゆいまーる 木島伸夫 バナナクラブ
森山千寿 ファイナル 甲斐敬基 シーガイア 山下　崇 ゆいまーる 中島辰男 バナナクラブ
水尾訓和 ファイナル 野邊信勝 シーガイア 岩満直仁 ゆいまーる 城　信俊 バナナクラブ
井上一裕 ファイナル 柚木崎森義 シーガイア 田中宏和 ゆいまーる 松田一廣 シーガイア
鶴田幸市 九電クラブ 垂水　亮 シーガイア 玉井　靖 ゆいまーる 大浦　治 バナナクラブ

宮産大 D-T-L MDクラブA MDクラブB
河野善紀 宮産大 大部薗一彦 D-T-L 上窪高志 MDクラブ 郡司武俊 MDクラブ
河野正太郎 宮産大 黒木正行 D-T-L 小椋健司 MDクラブ 河野保彦 MDクラブ
肝付雄也 宮産大 竹井裕二 D-T-L 小椋康平 MDクラブ 庄村兼治 MDクラブ
木浦満郎 宮産大 那須紘之 D-T-L 中里一成 MDクラブ 土持和彦 MDクラブ
濱端宏和 宮産大 中島千明 D-T-L 根井俊輔 MDクラブ 井上浩一郎 MDクラブ

ストレートぶーちゃん
河辺信彰 ゆいまーる
椎村光太郎 佐土原高校
黒岩　聡 ゆいまーる
河野忠身 佐土原高校
緒方大輔 佐土原高校
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【種　目】：　男子Cクラス 5

飛江田GT コンソレ・KING MITC HOT BERRY
新城河一郎 飛江田GT 尾田英之 ゆいまーる 溝添　光洋 ＭＩＴＣ 浅海 秀記 HOT BERRY
永山雅章 飛江田GT 吉田　孝 ゆいまーる 日高　照利 ＭＩＴＣ 田古里 勤 HOT BERRY
山口一馬 飛江田Ｊｒ 堀田正二郎 ゆいまーる 清水　正高 ＭＩＴＣ 酒井　宏 HOT BERRY
石田真也 飛江田Ｊｒ 飯泉研一 ゆいまーる 布施　泰史 ＭＩＴＣ 児玉 裕也 HOT BERRY
南川直也 飛江田GT 橋本幸男 ゆいまーる 平山　国浩 ＭＩＴＣ 釈迦郡芳和 HOT BERRY

中山　能久 ＭＩＴＣ 沖   雅人 HOT BERRY
ニケウイング fan-fan 江藤　誠彦 ＭＩＴＣ 沖    剛光 HOT BERRY
仁田脇芳文 ニケウイング 川井田浩明 fan-fan
池田裕貴 ニケウイング 西山有一 fan-fan
山本健夫 ニケウイング 末吉裕司 fan-fan
村橋哲也 ニケウイング 落合英雄 fan-fan
日高伸浩 ニケウイング 平井　忍 fan-fan

上西辰哉 fan-fan

【種　目】：　女子Aクラス 5

CHイワキリ ひろえる！６人 ファイナルA ファルキャンズ
今村千穂美 ＣＨイワキリ 岡田　伸子 ＨＩＲＯ．Ｌ 野村道子 ファイナル 安藤由子 クラブキャンティ

桑山　祐子 ＣＨイワキリ 中里　文子 ＨＩＲＯ．Ｌ 三隅由美 ファイナル 杉田直子 クラブキャンティ

黒岩　千佳 日南ＴＣ 中山　るみ ＨＩＲＯ．Ｌ 田口美保 ファイナル 河野礼子 クラブキャンティ

山元　友子 ＣＨイワキリ 河野　節子 ＨＩＲＯ．Ｌ 松浦桂子 ファイナル 牛迫浩子 ファルコンズ
中原　恭子 ＣＨイワキリ 垂水知代子 ＨＩＲＯ．Ｌ 鳥越智美 ファイナル 髙八重明子 ファルコンズ
本　　智美 ＣＨイワキリ 岩切　啓子 ＨＩＲＯ．Ｌ

宮中晩餐会
石井順子 シーガイア
諏訪順子 宮庭クラブ
野間瑠美 宮庭クラブ
塩原と志子 宮庭クラブ
岡　由子 延岡ロイヤル

泉　玲子 新田原TC
小山幸恵 高鍋クラブ

【種　目】：　女子Bクラス 10

ダンデライオン CHIKO 火星人とその仲間 マルチプルハーツ
本部　智保 ダンデライオン 神園　清子 高鍋プラクティス 村上美知子 ＨＩＲＯ．Ｌ 林美智子 ETC
佐藤　雅子 ダンデライオン 大塚　玲子 高鍋プラクティス 斉藤　洋子 ＨＩＲＯ．Ｌ 川野静香 ETC
杉尾紀美子 ダンデライオン 福澤　敬子 高鍋プラクティス 今村　直美 ファイナル 北田真由美 ETC
丸野　佳子 ダンデライオン 深田　千桂 高鍋プラクティス 渡辺亜里咲 ファイナル 平野多恵 ETC
永井ひとみ ダンデライオン 武田　千春 高鍋プラクティス 宮原　洋子 シーガイア 菅  友美 ETC
竹原美和子 ダンデライオン 宮永　和子 高鍋プラクティス 杉田　信子 ルネッサンス 奥野めぐみ ETC
山本　幸子 延岡ロイヤル
井上　由美 ダンデライオン

チーム　ゆきみ ナイスチョット ラブストーン クロワッサン
岡本明香 宮崎大学 三谷　由紀 旭化成ＴＣ 大久保みどり ファイナル 清水八千代 リザーブ
石塚元巳 宮崎大学 大崎　彰子 旭化成ＴＣ 谷口信子 ルネサンス 甲斐仁子 リザーブ
井原和泉 宮崎大学 木浦フジエ ティップトップ 伊東明美 ファルコンズ 長田涼子 リザーブ
上山みゆき 宮崎大学 橋口　栄子 ティップトップ 東　由美子 シーガイア 服部千草 リザーブ
中島早苗 宮崎大学 甲斐　朱観 ティップトップ 児玉真由美 ルネサンス 高橋真美 飛江田GT

スウィング Dias Dea
中山知美 スウィング 小椋　明美 Dias Dea
福島弥生 スウィング 坂田知栄子 Dias Dea
高田直美 スウィング 菊池　宏美 Dias Dea
安藤麻紀子 スウィング 尾崎　京子 Dias Dea
日高宏美 リザーブ 猪野　美樹 シーガイア


