
　　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 三宮　七星 日章学園高-2 77 原田　佳奈 神村学園高-2 77 岩﨑　星乃 沖学園高-1 77 佐藤　美優 沖学園高-2 76

2 7:39 髙原　花奈 宮崎日大高-1 76 辛島　寧那 常磐高-3 76 古賀　妃 熊本国府高-3 75 塩澄　英香 沖学園高-2 75

3 7:48 新城　莉李亜 宜野座高-3 75 山口　奏美 沖学園高-3 75 皆吉　愛寿香 神村学園高-3 75 青木　香奈子 宮崎日大高-3 75

4 7:57 仲村　姫乃 普天間高-2 74 小野里　リア クリスチャンアカデミー熊本分校-3 74 砂川　翔子 首里高-3 74 尾﨑　小梅 佐世保中央高-2 74

5 8:06 後藤　未有 沖学園高-3 73 米村　りこ 東海大熊本星翔高-1 73 園田　結莉亜 大分高-2 73 佐渡山　理莉 名護高-3 73

6 8:15 比嘉　里緒菜 興南高-1 73 水木　春花 大分高-2 73 木下　夏帆 秀岳館高-3 72 澁澤　莉絵留 沖学園高-3 72

7 8:24 阿部　未悠 第一学院高-3 72 玉城　愛華 宜野座高-3 72 奥山　純菜 熊本国府高-2 72 丸山　祐香 熊本国府高-3 72

8 8:33 中道　ゆい 東海大熊本星翔高-1 72 永嶋　花音 日章学園高-2 71 鬼塚　貴理 熊本国府高-3 70 岩切　美空 宮崎日大高-1 68

9 8:42 竹原　美悠 白川中-3 83 石原　渚裟 久志中-2 81 藤本　葵衣 久山中-3 81 山下　心暖 万世中-1 80

10 8:51 大賀　裕花 香椎第三中-3 80 吉川　維咲 菊陽中-3 80 長尾　小百合 長嶺中-2 79 藤川　玲奈 沖学園中-3 79

11 9:00 村田　可朋 西原中-1 79 前田　愛結 沖学園中-1 79 松永　七海 千代田中-3 78 菅　楓華 日章学園中-1 78

12 9:09 亀川　美羽 長大教育学部附中-3 78 小西　優恵 筑紫丘中-1 78 吉川　華鈴 志布志中-3 78 中原　碧望 日章学園中-3 77

13 9:18 西川　果穂 城南中-3 77 山中　梨緒 沖学園中-2 77 宮城　杏 読谷中-3 77 今村　美優 宮之城中-2 76

14 9:27 三明　桜子 沖学園中-1 75 賀数　心南 古蔵中-2 75 荒木　優奈 玉名中-1 74 櫻井　心那 山里中-3 74

15 9:36 外園　華蓮 日章学園中-2 73 大内　桜 久志中-3 73 竹田　麗央 合志中-3 73 山田　萌結 山里中-3 72

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 渡久地　大雅 普天間高-2 79 鶴久　慧 柳川高-3 78 蓮本　耕生 秀岳館高-2 78 溝部　渉 日本文理大附高-2 78

17 7:39 長井　悠斗 沖学園高-3 78 安河内　力 沖学園高-2 77 重谷　大雅 沖学園高-1 77 馬場　健輔 大牟田高-1 77

18 7:48 田村　幸太郎 大分高-2 76 德重　虎大朗 樟南高-3 76 古波津　陽 普天間高-2 76 樺島　楓 北陵高-3 76

19 7:57 内田　世南 熊本国府高-3 76 大嶋　彬楽 敬徳高-2 76 原　悠太郎 長崎日大高-3 76 商崎　涼平 鹿児島城西高-1 76

20 8:06 杉﨑　優人 長崎日大高-1 75 山城　太優 名護高-3 75 山田　玄彩 長崎東高-2 75 佐藤　海斗 沖学園高-2 74

21 8:15 諸岡　涼 北陵高-2 74 内村　咲太 日章学園高-1 74 豊里　裕士 興南高-2 74 内藤　滉人 大分高-2 74

22 8:24 米山　慶 鹿児島城西高-2 74 山口　泰知 日章学園高-2 73 多良間　伸平 宮古総合実業高-3 73 櫻井　豪 長崎日大高-1 73

23 8:33 村上　颯汰 秀岳館高-3 73 仲田　和真 豊見城高-3 73 青木　尉 秀岳館高-3 73 四位　洸太郎 沖学園高-3 73

24 8:42 井戸川　純平 宮崎日大高-3 72 坂本　優心 常磐高-3 72 平原　颯太 常磐高-3 72 八川　遼 東福岡高-3 71

25 8:51 緒方　大樹 熊本国府高-3 71 枝川　吏輝 日章学園高-1 70 石塚　祥利 沖学園高-1 70 出利葉　太一郎 沖学園高-2 68

26 9:00 松井　優 香椎第二中-2 82 大柿　天嵩 春日野中-1 81 堀本　祐希 湖東中-3 80 原口　裕 郡中-3 80

27 9:09 世良　博 永犬丸中-2 80 田﨑　春樹 沖学園中-3 80 又吉　鷹丸 真志喜中-3 79 松島　生龍 弓削田中-3 79

28 9:18 仲宗根　祥仁 久志中-2 79 遠藤　崇真 川内中央中-3 79 長野　泰雅 沖学園中-3 78 下園　航太 守恒中-3 78

29 9:27 梶原　敦也 五馬中-2 78 林田　直也 沖学園中-2 77 小窪　都斗 鹿大教育学部附中-2 77 古川　創大 日章学園中-2 77

30 9:36 藤井　太己 江北中-1 76 横山　翔伍 姫城中-2 76 鶴見　優斗 西紫原中-3 76 豊田　真太郎 玉名中-2 75

31 9:45 森満　裕貴 延岡中-3 75 松田　正史 花陵中-3 75 伊藤　健心 田隈中-3 75 石井　大聖 大分中-3 74

32 9:54 吉田　京介 城北中-2 74 田中　貫太 高宮中-3 73 池田　拓史 吉野中-3 71 後藤　颯太 沖学園中-3 70

（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３８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３０年７月２７日
　　コ ー ス　： 久住高原ゴルフ倶楽部


