
主    催  ： 
（第１日目） 開 催 日 ： 
アウトコース スタート 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 7:00 竹田　麗央 グリーンランドリゾート 山本　しおり 大分中央 白川　ほのか 勝山御所

2 7:09 大川　ひなの 矢部サンバレー 青木　香奈子 青島 外園　華蓮 グリーンランドリゾート 園田　ななみ 大分

3 7:18 阿部　未悠 志摩シーサイド 本田　真暉 くまもと城南 今村　美優 祁答院 佐藤　理穂 ジェイズ日南

4 7:27 奥山　友梨 グリーンランドリゾート 寺川　優 鷹羽ロイヤル 喜久山　紗弥 カヌチャ 小櫻　咲 大分

5 7:36 佐渡山　理莉 オリオン嵐山 松島　華暖 福岡フェザント 鬼塚　由依 宮崎国際 濵屋　心実 鹿児島国際

6 7:45 尾崎　小梅 オーシャンパレス 八川　可奈 夜須高原 奥村　真由美 くまもと城南 大城　唯華 美らオーチャード

7 7:54 澁澤　莉絵留 北山 奥山　純菜 グリーンランドリゾート 大庭　芽依 北九州 上野　法華 長崎国際

8 8:03 鬼塚　貴理 グリーンランドリゾート 石原　渚裟 カヌチャ 松永　七海 花祭 鶴丸　京香 筑紫ヶ丘

9 8:12 山田　萌結 ペニンシュラ 川﨑　燦 髙遊原 伊豆　里緒菜 筑紫ヶ丘 尾上　理香 武雄嬉野

10 8:21 塩澄　英香 二丈 荒木　優奈 グリーンランドリゾート 杉原　かりん 雲仙 三宮　七星 別府の森

11 8:30 後藤　未有 鷹羽ロイヤル 藏座　一華 阿蘇やまなみ 井手之上　華暖 鹿児島高牧 後藤　菜々子 大村湾

12 8:39 堤　姫乃 グリーンランドリゾート 島袋　ひの カヌチャ 山内　美桜 二丈 郡　萌衣奈 宮崎大淀

13 8:48 水木　春花 大分 山中　麻緒 グリーンランドリゾート 大内　瑞喜 天山 伊波　莉羅 カヌチャ

14 8:57 砂川　翔子 PGMゴルフリゾート沖縄 岩﨑　星乃 鷹羽ロイヤル 松尾　咲璃奈 グリーンランドリゾート 左　奈々 宮崎国際

15 9:06 永嶋　花音 宮崎国際 末永　萌夏 グリーンランドリゾート 山元　佑里彩 ミッションバレー 羽田　菜々夏 大分

16 9:15 賀数　心南 パームヒルズ 元永　華奈 鷹羽ロイヤル 本田　恋華 グランドチャンピオン 谷山　理子 久山

17 9:24 満潮　一未 セブンミリオン 冨永　幸来 グリーンランドリゾート 町田　理奈 オーシャンパレス 川上　聖加 くまもと城南

18 9:33 平田　茅愛 グリーンランドリゾート 藤本　葵衣 若宮 重谷　秋乃 大博多 岩本　菜乃 茜

19 9:42 渡辺　恵理 チェリー宇土 長浦　浩子 福岡セヴンヒルズ 藤田　ひふみ ザ・クイーンズヒル

20 9:51 堀切　彩香 フェニックス 小江　仁子 ザ・クラシック 今田　夢美 筑紫ヶ丘 中島　憲子 ザ・クイーンズヒル

21 10:00 利光　ちはる 大分中央 佐藤　あや ザ・クイーンズヒル 出口　理栄 筑紫ヶ丘 伊藤　初起 ザ・クイーンズヒル

22 10:09 高橋　圭子 若宮 瀧下　真弓 ザ・クイーンズヒル 亀井　文予 武雄嬉野 深尾　洋子 ザ・クイーンズヒル

23 10:18 髙木　真理 西戸崎シーサイド 門司　幸子 ザ・クイーンズヒル 小林　淑子 佐賀クラシック 早麻　理惠 ザ・クイーンズヒル

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 氏      名 所      属  

24 7:00 商崎　鈴菜 南九州 永江　綾 芥屋 百武　歩美 雲仙

25 7:09 仲西　菜摘 PGMゴルフリゾート沖縄 原田　佳奈 霧島 外園　莉々華 グリーンランドリゾート 小浦　梓 青島

26 7:18 河野　あずみ 大村湾 中山　結愛 グリーンランドリゾート 岩切　美空 宮崎国際 小堀　愛海 鷹羽ロイヤル

27 7:27 皆吉　愛寿香 鹿児島高牧 内田　夢乃 グリーンランドリゾート 小嶋　裕希美 北山 江川　琴実 宮崎国際

28 7:36 星川　ひなの 矢部サンバレー 玉寄　妃那子 パームヒルズ 神谷　咲来 グリーンランドリゾート 速水　梨花 くまもと城南

29 7:45 櫻井　心那 オーシャンパレス 仲田　葵 美らオーチャード 下田　珠理 くまもと城南 吉岡　瑞葵 筑紫ヶ丘

30 7:54 新城　莉李亜 ベルビーチ 緒方　菜摘 グリーンランドリゾート 三木　優奈 宮崎国際 石井　優衣 大分

31 8:03 園田　結莉亜 久住高原 米村　りこ くまもと城南 吉川　夕葉 グリーンランドリゾート 仲村　姫乃 琉球

32 8:12 比嘉　里緒菜 PGMゴルフリゾート沖縄 中原　碧望 青島 古賀　衣桜 矢部サンバレー 稲永　恋雅 セブンミリオン

33 8:21 辛島　寧那 鷹羽ロイヤル 古閑　礼 矢部サンバレー 平井　さくら 皐月 小西　優恵 筑紫ヶ丘

34 8:30 亀川　美羽 喜々津 山口　奏美 グリーンランドリゾート 吉川　華鈴 大隅 古賀　妃 矢部サンバレー

35 8:39 井戸川　奈摘 青島 松永　王花 グリーンランドリゾート 前田　愛結 鷹羽ロイヤル 德安　春奈 北山

36 8:48 佐藤　美優 鷹羽ロイヤル 髙原　花奈 宮崎大淀 田中　里奈 雲仙 内藤　舞美 大分

37 8:57 坂田　來香 グリーンランドリゾート 谷口　美月 鷹羽ロイヤル 石原　果楓 沖縄 井元　咲希 青島

38 9:06 松岡　仁美 鷹羽ロイヤル 大窪　桃花 グリーンランドリゾート 中村　いくみ 大博多 髙里　由貴子 カヌチャ

39 9:15 遠座　悠里 大博多 井塚　早紀 福岡フェザント 増田　胡桃 ペニンシュラ 大内　桜 ベルビーチ

40 9:24 森本　まつり 臼杵 竹原　美悠 グリーンランドリゾート 松熊　理子 麻生飯塚 岩波　藍 夜須高原

41 9:33 赤瀬　新菜 ミッションバレー 森田　莉央 グリーンランドリゾート 寺岡　愛菜 久山 伊藤　夏乃 九州小岱山

42 9:42 河本　留奈 グリーンランドリゾート 田中　あみ 鷹羽ロイヤル 大賀　裕花 ミッションバレー 三明　桜子 佐賀ロイヤル

43 9:51 木村　鈴菜 青島 山中　梨緒 グリーンランドリゾート 野口　かの 筑紫ヶ丘 日巻　那々恵 福岡サンレイク

44 10:00 小野里　リア チェリー宇土 多田　文馨 鷹羽ロイヤル 德安　李香 北山 三宅　紗来 グリーンランドリゾート

45 10:09 田中　美紀 玄海 星子　優香 グリーンランドリゾート 岩永　実希 チェリー鹿児島シーサイド 奥泉　環 九州学連

46 10:18 呉屋　杏佳 オリオン嵐山 杉山　桃香 司ロイヤル 山本　卯蘭 ミッションバレー 山代　優里 九州学連
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。

　（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、

　　　 ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ（０９２－３２４－５３３３）に必ず連絡すること。

　（３）第２日目のスタート時間は、第１日目競技終了後上位１００位タイまでの者を成績順に組合せの上掲示する。

競技委員長　　安藤　倫子

第４８回  「九州女子選手権競技」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

九州ゴルフ連盟
平成３０年５月１５日


