
北九州地区高等学校OB野球ゴルフ大会

小倉カンツリー倶楽部
アクト1－3・4・5・6・9　イン：10・13・15・16・17・18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成28年10月27日

順位 �∃　団　体　名 �NET �参　加　者 
氏　　　名 �NET �氏　　　名 �NET �氏　　名！NET ��氏　　　名 �NET 

優勝 �小　　　　　　　倉　　　　　　　p �578．2 �伊藤　博之 �68．4 �柿木　数範 �69．0 �西原　慶子 �71．6 �児玉　国広 �72．4 

渡連　涼子 �73．4 �古田　唯彦 �74．0 �松尾　孝範 �74．6 �井上　五十一　了4・8 

釘宮　純一 �75．6 �冨永　一夫 �7声・6 �竹下　行夫 �78．6 �吉田　弘幸　！79・6 

準優 �常 �593．6 �村山　延寿 �73．2 �佐々木　陽介 �73．8 �黒瀬　勝一 �74．0 �友原　賢一　！74．0 

萩原　徹二 �74．6 �三谷　俊介 �74．6 �松本　良太 �74．6 �千代丸　勝義！74．8 

中野真吾　：76・6 ��安藤　和治 �78．0 �出雲　真司 �78．0 �九木田　慎 �82．8 

3 �若　　　　　　　　　　　　　　　杉 �606．6 �木村昌弘　；69・6 ��福元　琴 �72．8 �東　恒夫；73・6 ��矢永　　収 �75．4 

船津　得弘 �76．0 �坂口　好明　t79・2 ��尾田　常和 �80．0 �永久　清彦　180・0 
I � �中島　武志 �80．6 �山田　　嵩　183．0 ��黒木　勲　Ⅰ83．2 ��黒木　恵美　　暮99．0 

4 �！九　　　　　国 �傷F �加来　秀幸 �71．8 �岩本修治　巨2・2 ��冨田和雄　阜8 ��片峯　博　恒6 

占賭す �文元太一　恒6 ��香月　太一朗　t80．6 　　　l ��西山　智浩 �80．6 �賢人日 �卸、占 

5 �戸　　　　畑　　　　∃ �609．4 �井上雅人　恒0 ��清水龍造　恒6 ��中村健一　巨5・2 ��生山宏二　巨5・6 
】 ‡ ��白橋　三語積 �76．0 �白石　哲也 �l 76．4 �横田　勝都 �78．0 �河崎　博之　　　79．6 

土田　一美 �81．6 �桶野　賢二 �84．2 �高木　敏憲 �85．0 � � 

6 �豊　　　　　　　　　司 �611．2 �藤井　雅章 �73．0 �永山　輝全 1 �74．0 �山崎　鉄喜 �74．2 �金本　義孝 �75．6 

津田　攻春 �76．6 �山内　淳史 �77．8 �宮崎和巳　恒8 ��酉森　和博 �182．2 i 

7 �八　　　　　　　　　　　　　　　　　　　614．0 ��高橋　　蒙　　三72．4 ��三好　治義 �74．4 �栗原　洋　上5・0 ��中村　孝志 �76．8 

桑原　正太郎 �77．4 �松尾　長敏 �77．6 �　　　　t 丸田　邦男180・0 ��松藤　康二 �80．4 

春本　孝志 �97．2 � � � � � � 

8 �小 �615．0 �大塚　　登 �74．0 �渡辺　浩一 �74．4 �岩本　真幸 �74．4 �田浦　法宏 �74．8 

吉岡　洋二 �77．0 �弦本眞一郎177．0 　　　l ��藤堂俊英！80・4 ��梶原　雄一 �183．0 l 

穐丸雅人　；85・4 ��黒塚智幸　F90・0 ��l l ��l l 

9 �門　　　　　　　　　　　　　　　p �625．8 �　　　l 久藤美恵子　了3・2 ��　　　　t 笠　学174・8 ��　　　l 城戸健二176・2 ��　　　l 島田－隆177・0 

久藤　仁司 �77．8 �久藤　　大 �78．6 �古家　秀樹 �81．6 �村上　和也 �86．6 

10 �小　　　　　　倉 �竜書生：も �西　　大介 �73．2 �伊藤　智勝 �73．4・ �下畑　昇三 �76．6 �小笠原　義登 �77．2 

占引、ケ �河西裕之　巨7．4 　　　　l ��宮路淳一180．0 　　　l ��井上幸次　t86．8 　　　　t ��冨人垣　働、冨 

11 �小　　　　　　倉 �633．4 �池淵大輔　‡68・8 ��武本和弘　恒6 ��井上英幸；78・6 ��松本宅司　恒6 

柳井　繁雄 �79．6 �山本芳昭i80・2 ��出川　智i80・2 ��武本　ルミ �92．8 

12 �】 北 �・赴き �江本　　昭 �74．6 �野中　奈美枝 �77．4 �柴田　　徹 �77．6 �山元　彪ノ介 �81．0 

∂JJ．甘 �提水流　修 �81．8 �山本　周一 �83．4 �森　　信暁 �89．0 �ぎ人臥 �田．ロ 

l東 �313．8 �安川　常静　巨2．2 　　　　l ��中西邦敏！79．6 　　　l ��早川信二】81．0 　　　l ��仰木　秀雄 �81．0 l 小　　　　　倉 �230．0 �藤原征男　恒2 ��徳本　高久 �76．6 �一木　正明 �77．2 � � 

恒　　　　　　　　・ �305．0 �吉良昭二　i73・6 ��前田　継二郎 �73．8 �松本秀利　巨7・6 ��門司　良伸；80・0 

恒　　　　司 �479．0 �谷口　　誠 �71．4 �松川　　覚 �73．8 �野母　克彦 �75．2 �高田　　毅 �79．2 

斉藤　征大 �80．4 �古田　雄一 �99．0 � � �Ⅰ 
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