
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第２日目） 開 催 日 ： 平成２６年６月５日

アウト スタート

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

1 8:00 江口　治希 西南学院大学－4 80 下田　洋介 東海大学－1 80 本田　一志 東海大学－2 79

2 8:08 髙橋　光司 日本文理大学－4 79 若﨑　雄介 福岡大学－3 79 中本　稜 東海大学－1 78

3 8:16 山室　啓司 日本経済大学－2 78 島﨑　康一 長崎国際大学－1 78 西村　佳晃 日本経済大学－2 78

4 8:24 古波津　柊 琉球大学－1 78 与儀　翔太 沖縄国際大学－3 77 上田　恭平 東海大学－3 77

5 8:32 岡村　慶大 日本経済大学－3 77 楢﨑　雄磨 九州大学－3 76 山口　裕介 長崎国際大学－3 75

6 8:40 仲ヰ　義輝 長崎国際大学－2 75 岩永　マンド 東海大学－3 75 尾田　優貴 東海大学－2 75

7 8:48 永井　貴之 九州大学－4 75 石原　太一 東海大学－4 75 中山　龍馬 日本経済大学－2 74

8 8:56 福田　圭輔 長崎国際大学－1 74 鵜山　孝太 福岡大学－3 74 金子　純也 長崎国際大学－2 74

9 9:04 牛島　翔也 長崎国際大学－1 74 新城　北斗 日本経済大学－1 74 合掌　一貴 日本経済大学－1 74

10 9:12 久貝　英 長崎国際大学－1 73 酒匂　雅崇 東海大学－1 73 大古場　諒 日本経済大学－4 73

11 9:20 小西　優佑 九州産業大学－2 73 長田　真矩 日本経済大学－2 73 寺本　拓矢 東海大学－4 73

12 9:28 屋比久　恭平 長崎国際大学－4 73 上畠　誠人 東海大学－4 72 与儀　聖夏 琉球大学－1 72

13 9:36 木村　健吾 東海大学－4 72 北川　和雅 長崎国際大学－1 72 西山　大揮 日本経済大学－3 71

14 9:44 中村　宏樹 長崎国際大学－3 71 今村　勇貴 日本経済大学－4 71 山代　遼 日本経済大学－1 69

イン スタート                    

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

15 8:00 永野　杏奈 東海大学－1 81 下地　里枝 名桜大学－4 79 山﨑　琉日 福岡大学－1 78

16 8:08 嘉藤　奈那 日本経済大学－1 75 比嘉　奈津美 名桜大学－3 75 饒平名　まなみ 琉球大学－2 71

17 8:16 栢木　卓哉 沖縄国際大学－2 81 新垣　貴敏 琉球大学－4 80 田中　良明 日本文理大学－3 80

18 8:24 池間　生弥 琉球大学－4 81 冨田　佑作 九州産業大学－1 81 兼城　大 琉球大学－3 81

19 8:32 松田　悠来 日本経済大学－1 82 藤田　英幸 日本経済大学－3 82 山内　勝平 日本経済大学－2 82

20 8:40 福丸　将一郎 福岡大学－5 86 知念　貴見高 日本経済大学－3 84 井川　銀太 東海大学－1 82

21 8:48 牧野　嵐望 名桜大学－1 89 島袋　遼 沖縄国際大学－3 89 山室　太一郎 日本経済大学－2 87

22 8:56 佐竹　利彦 西南学院大学－4 92 羽田野　裕也 福岡大学－4 91 佐藤　広基 日本文理大学－4 90

23 9:04 鹿野　晋也 福岡大学－4 96 益満　太樹 福岡大学－3 96 古谷　博都 福岡大学－2 94

24 9:12 折居　耀正 日本文理大学－2 106 谷　　 泰孝 福岡大学－3 102 園田　誠一郎 福岡大学－2 101

25 9:20 黒田　辰也 福岡大学－4 112 鳴海　和 西日本工業大学－3 106 三善　裕貴 日本経済大学－1 106

26 9:28 山中　優輝 福岡大学－2 121 久保　智寛 福岡大学－3 120 村田　吉優 九州産業大学－4 116

27 9:36 小山　孝行 西南学院大学－2 138 執行　興二 九州産業大学－4 129

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

（２）　病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟（092-434-5501）に文書で通知すること。また、競技当日の場合は

　　　 茜ゴルフクラブ（０９４８-７２-４０００）に必ず連絡すること。

（３）  スタートの呼び出しは一切行わないので、自分のスタート時間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。

（４）　九州学生選手権（１～１４組、１７～２７組）　　九州女子学生選手権（１５～１６組）

１８ホール・ストロークプレー

　 第１３回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表

コ ー ス　： 茜ゴルフクラブ

第３３回  「九州学生ゴルフ選手権競技」　

競技委員長　　塚 根　卓 弥


