
　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第２日目）
アウト（東） コース

組 スタート 氏      名 学　校　名 スコア 氏      名 学　校　名 スコア 氏      名 学　校　名 スコア 氏      名 学　校　名 スコア

1 7:30 砂川　翔子 首里高-1 78 栁田　琴乃 青豊高-3 78 町田　理紗 長崎明誠高-2 77 柳井　紗奈 福岡第一高-3 77

2 7:39 谷口　美月 常磐高-1 77 鬼塚　貴理 熊本国府高-1 77 商崎　鈴菜 城西高-1 76 松熊　理子 飯塚高-3 76

3 7:48 三浦　桃香 日章学園高-3 76 鍋島　海良 熊本国府高-2 75 佐渡山　理莉 名護高-1 74 東　　真希 日章学園高-1 74

4 7:57 須田　愛美佳 沖学園高-2 74 皆吉　愛寿香 神村学園高-1 74 天本　遥香 第一学院高-3 74 仲西　菜摘 宜野座高-2 73

5 8:06 一松　紅実 沖学園高-3 73 新城　莉李亜 宜野座高-1 73 青木　香奈子 宮崎日大高-1 73 金城　和歌奈 糸満高-2 73

6 8:15 藏座　一華 東海大星翔高-3 72 山内　優希 沖学園高-2 72 澁澤　莉絵留 沖学園高-1 72 辛島　寧那 常磐高-1 72

7 8:24 中西　絵里奈 宮崎日大高-3 71 阿部　未悠 第一学院高-1 70 小貫　麗 熊本国府高-2 70 井戸川　奈摘 宮崎日大高-1 70

8 8:33 木下　夏帆 秀岳館高-1 70 田中　瑞希 熊本国府高-3 70 後藤　未有 沖学園高-1 69 大里　桃子 熊本国府高-3 66

9 8:42 緒方　菜摘 帯山中-3 80 松岡　仁美 早靹中-1 80 秋山　姫夏 原中-3 80 河本　留奈 錦ヶ丘中-3 79

10 8:51 髙原　花奈 日章学園中-2 78 寺川　優 犀川中-3 78 仲村　姫乃 琉球大付属中-3 77 白川　ほのか 福間中-2 76

11 9:00 町田　理奈 三重中-3 76 吉川　華鈴 志布志中-1 76 德安　春奈 沖学園中-1 75 末永　萌夏 東野中-3 75

12 9:09 中原　碧望 日章学園中-1 75 佐藤　美優 沖学園中-3 75 森本　まつり 大分中-3 75 久保山　小梅 福石中-3 75

13 9:18 仲田　葵 浦西中-3 75 原田　佳奈 牧園中-3 74 堤　姫乃 沖学園中-2 74 米村　りこ 託麻中-2 74

14 9:27 比嘉　里緒菜 嘉数中-2 73 水木　春花 蒲江翔南中-3 72 竹田　麗央 合志中-1 72 奥山　純菜 出水中-3 72

15 9:36 木村　鈴菜 日章学園中-3 71 島袋　ひの 金武中-3 70 園田　結莉亜 大分中-3 70 塩澄　英香 内浜中-3 69

イン（西）コース               

組 スタート 氏      名 学　校　名 スコア 氏      名 学　校　名 スコア 氏      名 学　校　名 スコア 氏      名 学　校　名 スコア

16 7:30 大村　浩輔 秀岳館高-2 78 加藤　飛可留 東海大星翔高-2 77 河東　秀柾 宮崎日大高-2 77 具志堅　巽 宜野座高-3 76

17 7:39 平原　颯太 常磐高-1 76 四位　洸太郎 沖学園高-1 76 児玉　章太郎 沖学園高-1 76 長嶺　勝斗 宜野座高-2 76

18 7:48 中川　拓哉 柳川高-3 76 奥村　栄史郎 東海大星翔高-2 75 与那嶺　龍仁 宜野座高-1 75 安河内　蓮 沖学園高-2 75

19 7:57 小川　仁 柳川高-2 75 山本　涼真 宮崎日大高-3 75 宮里　拓弥 長崎日大高-2 75 板井　健勝 大分高-2 75

20 8:06 山本　竜也 大分高-2 74 村上　颯汰 秀岳館高-1 74 中橋　隆慶 ラ・サール高-1 74 篠原　剛 沖学園高-2 74

21 8:15 熊本　侑三 沖学園高-3 74 渡邊　莉久 東福岡高-3 73 内田　世南 熊本国府高-1 73 美村　凌我 秀岳館高-2 73

22 8:24 小林　忍 秀岳館高-2 73 齋藤　耕太 名護高-3 73 岩本　慎作 東海大星翔高-3 72 鶴久　慧 柳川高-1 72

23 8:33 富本　虎希 興南高-3 72 井戸川　純平 宮崎日大高-1 72 池田　悠希 秀岳館高-1 72 髙栁　守吏 長崎日大高-1 72

24 8:42 清水　大成 東福岡高-3 71 青木　尉 秀岳館高-1 71 芹澤　慈眼 秀岳館高-2 71 三浦　春輝 宜野座高-3 70

25 8:51 夏伐　蓮 宮崎日大高-1 69 篠原　仕師命 沖学園高-3 69 稲田　愛篤 沖学園高-3 68 上村　竜太 神村学園高-1 68

26 9:00 豊田　篤弘 玉名中-2 82 石井　大聖 大分中-1 81 田中　元基 沖学園中-2 81 田﨑　春樹 沖学園中-1 81

27 9:09 古波津　陽 高江洲中-3 81 米山　慶 甲東中-3 81 中野　惠將 飯塚第一中-2 80 林　　寛太 若松中-2 80

28 9:18 宮里　海翔 真志喜中-3 80 山田　玄彩 長崎東中-3 79 青川　栄太 山内中-2 79 稲澤　航史郎 久志中-2 79

29 9:27 森満　裕貴 延岡中-1 78 西田　卓司 沖学園中-2 78 森薗　大河 高山中-2 78 豊里　裕士 恩納中-3 78

30 9:36 佐藤　海斗 高須中-3 78 長野　泰雅 沖学園中-1 77 井上　輝己 那珂川中-3 77 後藤　大生 沖学園中-3 76

31 9:45 馬場　健輔 甘木中-2 76 後藤　大翔 大津北中-2 75 島戸　太一 折尾中-2 75 山口　泰知 長崎南山中-3 74

32 9:54 安河内　力 沖学園中-3 74 商崎　涼平 谷山中-2 73 内藤　滉人 大分中-3 73 出利葉　太一郎 片江中-3 72

（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、久住高原ゴルフ倶楽部（０９７４－６４－３０１０）に必ず連絡すること。

　（３）　男子の部　（１２～１４歳）・・・イン  　２６組～３２組　　（１５～１７歳）・・・イン １６組～２５組

　　　　女子の部　（１２～１４歳）・・・アウト 　９組～１５組　　（１５～１７歳）・・・アウト １組～８組

競技委員長　　安 藤　倫 子

第３６回  「九州ジュニアゴルフ選手権競技」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

　　開 催 日 ： 平成２８年７月２９日

　　コ ー ス　： 久住高原ゴルフ倶楽部


