
18ホール・ストロークプレー 　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

アウトコース

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

1 7:30 渡辺　恵理 チェリー宇土 北御門　美保 天山 秋山　幸恵 小郡 浦田　尚江 茜

2 7:39 木村　紀子 鷹羽ロイヤル 中田　裕子 鹿北 岩井田　佳代 福岡雷山 村中　美紀 佐賀

3 7:48 松尾　彩 大村湾 山﨑　暁子 大分サニーヒル 清永　絢子 ザ・クイーンズヒル 舩津　仁子 ザ・クラシック

4 7:57 木下　信 くまもと城南 君嶋　沙織 福岡レイクサイド 堤　　寛子 チサン森山 隈　　朗子 ザ・クイーンズヒル

5 8:06 安田　和歌子 福岡 副島　多喜子 グリーンランドリゾート 帆足　より子 福岡国際 林　　潔子 佐賀クラシック

6 8:15 若松　和代 大隅 岩永　由美 佐世保・平戸 彦面　莉奈 九州八幡 篠﨑　加奈子 志摩シーサイド

7 8:24 髙木　真理 西戸崎シーサイド 吉田　成美 若松 栗田　理那 あつまるレーク 馬場　宏美 皐月

8 8:33 山口　美帆 佐世保 中田　恵可 グランドチャンピオン 野原　裕香 若宮 宮原　稚恵 志摩シーサイド

9 8:42 米倉　真弓 知覧 中島　桂子 鹿北 阿部　育子 西日本 髙野　恵理 皐月

10 8:51 犬童　アヤ子 くまもと城南 北野　弘子 久住高原 神田　美栄子 鷹羽ロイヤル 文本　洋子 福岡雷山

11 9:00 伊藤　初起 ザ・クイーンズヒル 乙守　みえ子 ジェイズ高原 寺嶋　誠子 あつまる阿蘇赤水 結城　時子 鷹羽ロイヤル

12 9:09 本田　月枝 くまもと城南 田原　末子 北九州 福井　和子 ブリヂストン 大田　ひとみ セブンミリオン

13 9:18 荒田　つゆ子 いぶすき 佐脇　清子 九州小岱山 白石　洋子 皐月 石橋　貴代 ザ・クラシック

14 9:27 脇園　幸風 若松 植津　恵子 グリーンランドリゾート 友田　美弥 福岡雷山 髙牟禮　靖子 別府

15 9:36 平田　雪恵 久留米 田口　亜希子 玄海 田倉　美月子 肥後サンバレー 深尾　洋子 ザ・クイーンズヒル

16 9:45 平岡　美智子 北山 宮城　靖子 沖縄国際 小野原　淑子 皐月 木村　幹子 矢部サンバレー

17 9:54 大井　幸子 パームヒルズ 田中　まゆみ グリーンランドリゾート 竹下　成子 ハウステンボス 大塚　美千代 セブンミリオン

18 10:03 真弓　京子 グリーンランドリゾート 伊藤　恵美子 皐月 野田　千代美 ザ・クラシック 瀧下　真弓 ザ・クイーンズヒル

19 10:12 広瀬　知恵子 鷹羽ロイヤル 川添　礼子 宮崎大淀 添田　麻由美 鹿北 藤崎　佳子 セブンミリオン

20 10:21 岩切　マリ子 宮崎ゴルフ 花山　悦子 ミッションバレー 布田　純子 太宰府 宮崎　まゆみ グリーンランドリゾート

インコース 

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

21 7:30 古市　祥子 宮崎国際 花田　美由樹 佐賀 奥松　ひろ子 琉球 西嶋　由加 セブンミリオン

22 7:39 長野　二美江 西日本 篠浦　幸子 福岡雷山 島田　会美子 ワールド 林　　加奈子 佐賀クラシック

23 7:48 髙田　雅野 西戸崎シーサイド 松尾　麻子 佐賀クラシック 井手　佳代子 茜 浅田　怜子 グランドチャンピオン

24 7:57 齊藤　すみか 大和不動 菊川　智子 福岡レイクサイド 伊藤　美穂 不知火 東野　美揮子 ザ・クイーンズヒル

25 8:06 松尾　賢子 美々津 箕田　有里子 麻生飯塚 土谷　千春 大分サニーヒル 長浦　浩子 福岡セヴンヒルズ

26 8:15 明瀬　真梨 福岡雷山 前田　富貴子 オーシャンパレス 佐伯　愛 佐賀クラシック 関根　弓子 西日本

27 8:24 舩津　美和 西戸崎シーサイド 竹森　愛 ミッションバレー 甲斐田　望 鹿北 久野　玉絵 霧島

28 8:33 橋本　和子 大村湾 藤田　ひふみ ザ・クイーンズヒル 園田　麻里加 門司 石田　郁子 佐賀クラシック

29 8:42 佐藤　理沙 大分竹中 長野　珠美 ザ・クラシック 松永　里子 グリーンランドリゾート 金　　海淑 志摩シーサイド

30 8:51 大石　早苗 北九州 松岡　秀子 グリーンランドリゾート 松永　アヤ子 大博多

31 9:00 佐々木　郁美 佐世保 豊沢　雅子 北九州 白坂　順子 熊本南

32 9:09 大音　美紀 佐賀 長谷　敦子 長崎国際 松本　美佐江 かほ 宗像　裕子 志摩シーサイド

33 9:18 東大森　れい子 熊本空港 藤　　節子 福岡雷山 小野　美保子 宮崎国際 泰松　道子 九州八幡

34 9:27 小出　真澄 喜々津 伊藤　京子 志摩シーサイド 高原　秀子 北九州 木原　美子 佐賀

35 9:36 三岳　光子 セブンミリオン 森川　麗子 チェリー宇土 藤田　八重子 花祭 横内　孝子 ミッションバレー

36 9:45 小林　容子 佐賀クラシック 奥村　美千代 別府 牧野　陽子 チェリー小倉南 藤井　真由美 志摩シーサイド

37 9:54 今村　久美子 グリーンランドリゾート 山邊　英美子 夜須高原 金山　千惠子 中津 伊東　志保 ザ・クイーンズヒル

38 10:03 菊地　恭栄 若松 寺田　佐代子 天山 吉村　紀代美 筑紫野 青木　久美子 九州小岱山

39 10:12 溝口　三重子 くまもと阿蘇 結城　直子 フェニックス 門司　幸子 ザ・クイーンズヒル 吉原　千恵子 佐賀ロイヤル

40 10:21 山口　喜代美 若宮 牛島　由美子 くまもと城南 山田　美智代 佐賀 早麻　理恵 志摩シーサイド

41 10:30 渡辺　笛子 大博多 中原　直美 セントラル福岡 梅﨑　八代子 福岡国際 高濱　まゆみ ブリヂストン

（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）に所属クラブを通じ文書で通知すること。また、開催日前日以降は

　　　　開催クラブの福岡雷山ゴルフ倶楽部（０９２-３２３－８１８１）に必ず連絡すること。

　（３）　使用ティは、九州女子ミッドアマチュア選手権（アウト１～９組、イン２１～２９組）、九州女子シニア選手権（アウト１０～２０組、イン３０～４１組）：白マークとする。

競技委員長　　安 藤　倫 子

第４回 九州女子ミッドアマチュア選手権競技 

第４回 九州女子シニア選手権競技    組合せ表

　　コ ー ス　： 福岡雷山ゴルフ倶楽部

　　開 催 日 ： 平成２８年９月１日


