
（第２日目）

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 7:30 秋山　姫夏 若宮 77 坂田　來香 グリーンランドリゾート 77 山口　史恩 若宮 77

2 7:38 大橋　ありさ 肥後サンバレー 77 大窪　桃花 熊本空港 77 櫻井　心那 オーシャンパレス 77

3 7:46 竹田　麗央 くまもと中央 77 町田　理紗 オーシャンパレス 77 遠座　悠里 大博多 77

4 7:54 平田　茅愛 若宮 77 皆吉　愛寿香 鹿児島高牧 77 原田　佳奈 霧島 77

5 8:02 鬼塚　貴理 熊本空港 77 増田　瑠花 グリーンランドリゾート 77 藤田　葵 若宮 77

6 8:10 水木　春花 大分 76 四位　美森 若宮 76 天本　遥香 ザ・クラシック 76

7 8:18 比嘉　里緒菜 沖縄国際 76 奥村　真由美 くまもと城南 76 塚永　千尋 くまもと城南 76

8 8:26 伊藤　夏乃 九州小岱山 76 仲西　菜摘 エナジック瀬嵩 76 村上　明弥 大分 76

9 8:34 渡邊　詩織 青島 75 松尾　奏 天山 75 仲田　葵 美らオーチャード 75

10 8:42 木下　夏帆 不知火 75 田中　梨夏子 グリーンランドリゾート 75 青木　香奈子 青島 75

11 8:50 大里　桃子 熊本空港 75 千葉　華 ベルビーチ 75 金城　和歌奈 守礼 75

12 8:58 楠田　桜 白木 75 松岡　美咲 鷹羽ロイヤル 75 商崎　鈴菜 南九州 74

13 9:06 佐渡山　理莉 エナジック瀬嵩 74 小竹　瑠奈 高遊原 74 森本　まつり 臼杵 74

14 9:14 河野　あずみ 大村湾 74 佐藤　美優 鷹羽ロイヤル 73 田中　瑞希 グランドチャンピオン 73

15 9:22 星川　ひなの 矢部サンバレー 73 森満　絢香 宮崎国際空港 72 小貫　麗 肥後サンバレー 72

16 9:30 新城　莉李亜 ベルビーチ 72 久保山　小梅 オーシャンパレス 72 塩澄　英香 若宮 72

17 9:38 辛島　寧那 鷹羽ロイヤル 71 中西　絵里奈 大隅 71 三浦　桃香 フェニックス 70

18 9:46 園田　結莉亜 大分 70 後藤　未有 鷹羽ロイヤル 70 識西　諭里 若宮 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

19 7:30 山本　しおり 大分中央 78 竹下　美鈴 青島 78 谷口　美月 鷹羽ロイヤル 78

20 7:38 緒方　菜摘 熊本空港 78 古川　朱華 矢部サンバレー 78 元永　華奈 鷹羽ロイヤル 78

21 7:46 中道　まい 不知火 78 神谷　咲来 グリーンランドリゾート 78 小野里　リア チサン御船 78

22 7:54 松本　稀亜来 セブンミリオン 78 江川　沙理菜 肥後サンバレー 78 内田　夢乃 グリーンランドリゾート 78

23 8:02 脇元　桜 青島 78 德安　李香 北山 78 黒木　遥奈 八女上陽 78

24 8:10 楠本　彩乃 肥後サンバレー 79 堤　　 姫乃 若宮 79 大平　菜央 熊本空港 79

25 8:18 呉屋　杏佳 オリオン嵐山 79 嘉藤　奈那 鷹羽ロイヤル 79 柳井　紗奈 若宮 79

26 8:26 木村　鈴菜 青島 79 栁田　琴乃 周防灘 79 須田　愛美佳 福岡レイクサイド 79

27 8:34 伊豆　里緒菜 筑紫ヶ丘 79 八巻　聖良 グリーンランドリゾート 79 大橋　せいか 肥後サンバレー 79

28 8:42 岩切　美空 宮崎国際 79 砂川　翔子 沖縄国際 79 本田　真暉 高遊原 79

29 8:50 山内　優希 セブンミリオン 80 永江　綾 芥屋 80 小嶋　裕希美 北山 80

30 8:58 奥山　友梨 熊本空港 80 山田　萌結 ペニンシュラ 80 永吉　ひな花 宮崎大淀 80

31 9:06 園田　あみ 大分 80 萱野　桃春 不知火 80 井戸川　奈摘 青島 80

32 9:14 鬼塚　由依 宮崎国際 81 古賀　妃 矢部サンバレー 81 丸山　祐香 くまもと城南 80

33 9:22 菊池　花音 グランドチャンピオン 81 山崎　星 グランドチャンピオン 81 白川　ほのか 勝山御所 81

34 9:30 小川　鈴華 青島 81 田中　美紀 玄海 81

35 9:38 玉寄　妃那子 パームヒルズ 81 大城　唯華 エナジック瀬嵩 81

注意事項
　（１）上記の参加者に欠場がでた場合、組合せの一部を変更することがある。

　　　 夜須高原カントリークラブ（０９４６－４２－２２１１）に必ず連絡すること。
　（３）第3日目のスタート時間は、第2日目競技終了後上位70位タイまでの者を成績順に組合せの上掲示する。

コ ー ス　： 夜須高原カントリークラブ

　（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、大会前日以降は、
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