
　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第１日目）
アウト

組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

1 7:30 山田　萌結 高尾小 -5 岩永　実希 広木小 -6 八川　可奈 御笠の森小 -6

2 7:39 梅津　真優美 Ａｍｅｒｉａ Earhart School -5 堤　　 姫乃 南風小 -6 茅島　みずき 大浦小 -4

3 7:48 松岡　仁美 港が丘小 -5 亀川　美羽 長崎大学附属小 -5 小川　未来 立花小 -6

4 7:57 上原　和 松島小 -6 白川　ほのか 福間南小 -6 速水　梨花 画図小 -6 光安　優奈 福岡雙葉小 -5

5 8:06 森　　 愉生 大分大学附属小 -4 江川　琴実 住吉南小 -6 満潮　一未 七隈小 -6 髙木　愛唯 北野小 -6

6 8:15 中原　碧望 赤江小 -5 比嘉　里緒菜 志真志小 -6 古賀　衣桜 出水小 -6 岩崎　星乃 志免西小 -6

7 8:24 中道　ゆい 八代小 -6 山口　愛乃 飯倉小 -6 山中　麻緒 北川副小 -6 中山　美怜 北杵築小 -5

8 8:33 多田　文馨 田島小 -6 櫻井　心那 山里小 -5 外園　華蓮 高山小 -4 松永　七海 千代田中部小 -5

9 8:42 岩切　美空 一ヶ岡小 -6 德安　春奈 周船寺小 -5 中村　梨己 泊小 -6 外園　莉々華 高山小 -6

10 8:51 竹田　麗央 南ヶ丘小 -5 石原　果楓 浦城小 -6 西川　果穂 別府小 -5 小櫻　咲 荷揚町小 -4

11 9:00 吉川　華鈴 香月小 -5 三宅　紗来 合志南小 -6 田川　日々海 座安小 -6 小堀　愛海 太宰府西小 -5

12 9:09 櫻井　豪 山里小 -6 石井　大聖 豊府小 -5 水永　匠 名島小 -6 林　　 寛太 修多羅小 -6

13 9:18 田中　元基 大浦小 -6 枝川　吏輝 広安西小 -6 後藤　颯太 三重東小 -5 立石　蓮 須恵第三小 -4

14 9:27 後藤　大翔 美咲野小 -6 後藤　樹生 草川小 -6 西田　卓司 原田小 -6 佐藤　綸珠 赤松小 -6

15 9:36 池田　拓史 吉野小 -5 中野　恵将 立岩小 -6 青川　栄太 山内小 -6 立石　将大 須恵第三小 -6

16 9:45 豊田　真太郎 築山小 -4 石塚　祥利 東月隈小 -6 田﨑　春樹 小ヶ倉小 -5 福田　健太 南片江小 -6

イ　ン          

組 スタート 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属 氏      名 所      属

17 7:30 小西　優恵 筑紫ヶ丘小 -3 葭岡　ほのか 金剛小 -3 中山　凉希 宮崎小 -3

18 7:39 椎山　大生 鷹島小 -3 上山　虎雅 檍北小 -3 山本　大勢 西小倉小 -1

19 7:48 荒木　優奈 築山小 -3 谷山　三菜子 神興東小 -3 河野　るい 中央小 -3 喜友名　志織 大山小 -3

20 7:57 大柿　天嵩 春日野小 -3 田川　隼禎 座安小 -3 菅　　 楓華 那珂小 -3 百武　裕星 兵庫小 -3

21 8:06 矢内　大喜 西伊敷小 -3 宮本　姫佳 立花小 -3 神谷　健心 名護小 -3 吉武　凛 春日町小 -2

22 8:15 藤井　太己 江北小 -3 松下　結衣 立岩小 -3 小堀　未愛 太宰府西小 -3 上原　帆夏 松島小 -2

23 8:24 有薗　純 国分西小 -3 木村　智哉 西戸崎小 -2 富本　創 猪調小 -3 永野　寛翔 大神小 -3

24 8:33 西川　優臣 長嶺小 -3 岩本　菜乃 守恒小 -3 重原　大志 重富小 -2 吉田　主爽 南部小 -1

25 8:42 守口　恭平 志井小 -6 山内　晶 国分南小 -6 島戸　太一 折尾東小 -6 屋嘉比　一馬 北美小 -6

26 8:51 新城 ディラン 唯人 屋部小 -6 秋山　隆之介 飯倉小 -4 松下　真 立岩小 -5 吉岡　海翔 江北小 -6

27 9:00 松田　正史 春日小 -5 吉田　京介 南部小 -4 岡田　拓人 那覇小 -6 重谷　大雅 南片江小 -6

28 9:09 商崎　涼平 西谷山小 -6 白田　光一 東小 -6 堀　　 夏揮 笹丘小 -4 金城　羽矢斗 本部小 -6

29 9:18 森満　裕貴 東小 -5 児玉　直哉 明治学園小 -6 伊藤　健心 田隈小 -5 雨郡　陽士 江北小 -6

30 9:27 豊田　篤弘 築山小 -6 長野　泰雅 照葉小 -5 杉﨑　優人 金比良小 -6 佐藤　翔 横瀬小 -5

31 9:36 板井　竜勝 北馬城小 -6 林田　直也 吉田小 -4 下園　航太 守恒小 -5 鶴見　優斗 向陽小 -5

（注）　（１）  上記の参加者に欠場者があった場合は、組合せの一部を変更することがある。

　（２）　病気、その他事故により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟事務局（０９２－４３４－５５０１）または高遊原カントリークラブ（０９６－３８０－５５１５）

　　　 　に必ず連絡すること。また、文書で九州ゴルフ連盟事務局へ報告すること。

　（４）　スタートの呼出しは一切行わないので、自分のスタート時刻１０分前までにはスターティングホール付近で待機すること。

　（５）　１年～３年（男女）・・・イン　１７組～２４組　　 ４～６年（男子）・・・アウト  １２組～１６組 ・ イン  ２５～３１組　　（女子）　アウト　１組～１１組　　

　（６）　練習ラウンドにおいては、必ず１個の球でプレーすること。

競技委員長　　安 藤　倫 子

第８回  「九州小学生ゴルフ大会」組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

　コ ー ス　： 高遊原カントリークラブ

　開 催 日 ： 平成２６年７月２２日

　（３）　危険防止および健康上の理由により、プレー中は必ず帽子を着用すること。


