
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

開 催 日 ： 平成２８年６月８日

アウトコース スタートアウトコース スタートアウトコース スタートアウトコース スタート コ ー ス　： 有明カントリークラブ

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

1 7:00 石本　頼我 長崎国際大学 -1 上原　大紀 日本経済大学 -2 井上　雅智 日本文理大学 -1

2 7:08 新城　北斗 日本経済大学 -3 冨田　佑作 九州産業大学 -3 古谷　博都 福岡大学 -4

3 7:16 安部　寛章 長崎国際大学 -1 菅　卓人 東海大学九州 -1 吉元　大将 日本経済大学 -2

4 7:24 長田　真矩 日本経済大学 -4 今村　拓臣 九州大学 -4 吉田　祐貴 日本経済大学 -1

5 7:32 山室　啓司 日本経済大学 -4 村本　泰啓 九州大学 -3 市山　響 日本経済大学 -1

6 7:40 山室　太一郎 日本経済大学 -4 大和　邦滉 九州大学 -3 金子　淳志 日本経済大学 -1

7 7:48 合掌　一貴 日本経済大学 -3 谷口　政意 長崎国際大学 -1 長　亮汰 日本文理大学 -4

8 7:56 古川　雄大 東海大学九州 -1 坂口　豊隆 長崎国際大学 -2 安部　修吾 日本経済大学 -1

9 8:04 大輪　大 日本経済大学 -1 中嶋　優佑 日本文理大学 -1 仲井　義輝 長崎国際大学 -4

10 8:12 酒匂　雅崇 東海大学九州 -3 早田　貴洋 長崎国際大学 -1 吉田　良彌 日本経済大学 -1

11 8:28 奥泉　環 日本経済大学 -1 内田　百合菜 長崎国際大学 -2

12 8:36 山﨑　琉日 福岡大学 -3 田中　志穂 福岡女学院大学 -1 森満　絢香 宮崎公立大学 -1

13 8:44 日巻　那々恵 日本文理大学 -1 中山　結愛 長崎国際大学 -1 星子　優香 東海大学九州 -2

インコース スタート               インコース スタート               インコース スタート               インコース スタート               

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

14 7:00 三善　裕貴 日本経済大学 -3 山中　優輝 福岡大学 -4 渡邉　弘泰 長崎国際大学 -1

15 7:08 小西　優佑 九州産業大学 -4 北川　和雅 長崎国際大学 -3 松田　悠来 日本経済大学 -3

16 7:16 坂本　隆一 東海大学九州 -1 藤田　亜久里 日本経済大学 -1 日名子　瀬名 日本文理大学 -2

17 7:24 山内　勝平 日本経済大学 -4 小坂　秀斗 九州大学 -4 安部　勇希 日本経済大学 -1

18 7:32 中山　龍馬 日本経済大学 -4 山本　世翔 九州大学 -2 前川　宏二郎 日本経済大学 -1

19 7:40 西村　佳晃 日本経済大学 -4 平原　聖士 西南学院大学 -3 藤吉　涼太 日本経済大学 -1

20 7:48 山代　遼 日本経済大学 -3 田中　恵太 長崎国際大学 -1 出口　斉 琉球大 -2

21 7:56 大塚　陸斗 東海大学九州 -2 具志　僚士 日本経済大学 -2 福田　圭輔 長崎国際大学 -3

22 8:04 浜田　和也 日本経済大学 -1 山﨑　聖月 長崎国際大学 -1 仲田　祐也 九州産業大学 -1

23 8:12 緒方　孔哉 日本経済大学 -2 尾田　優貴 東海大学九州 -4 与儀　聖夏 琉球大 -3

24 8:28 林　宝楽 福岡女学院大学 -1 玉寄　妃那子 日本経済大学 -2

25 8:36 嘉藤　奈那 日本経済大学 -3 肥後　帆香 日本文理大学 -1 岩切　夏乃 九州保健福祉大学 -1

26 8:44 藤原　菜々 日本文理大学 -2 林田　望央 九州産業大学 -1 永野　杏奈 東海大学九州 -3

注意事項注意事項注意事項注意事項

（１） 九州女子学生選手権（１１～１３組、２４～２６組）は、１８ホール・ストロークプレー（１） 九州女子学生選手権（１１～１３組、２４～２６組）は、１８ホール・ストロークプレー（１） 九州女子学生選手権（１１～１３組、２４～２６組）は、１８ホール・ストロークプレー（１） 九州女子学生選手権（１１～１３組、２４～２６組）は、１８ホール・ストロークプレー

（２） 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。

（３） 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。

　　  また競技前日以降は有明カントリークラブ（０９４４-５６-３１３１）に必ず連絡すること。
（４） 乗用カートは、自動車運転免許証取得者のみ運転を認める。　

競技委員長　　内 野　善 雄 

 第１５回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表 第１５回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表 第１５回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表 第１５回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表
第３５回  「九州学生ゴルフ選手権競技」　第３５回  「九州学生ゴルフ選手権競技」　第３５回  「九州学生ゴルフ選手権競技」　第３５回  「九州学生ゴルフ選手権競技」　

３６ホール・ストロークプレー


