
（第３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 青木　香奈子 青島 160 左　奈々 セブンミリオン 159 松熊　理子 麻生飯塚 159

2 7:38 藏座　一華 阿蘇やまなみ 159 森本　まつり 臼杵 159 谷口　美月 鷹羽ロイヤル 159

3 7:46 長尾　小百合 グリーンランドリゾート 159 尾﨑　小梅 オーシャンパレス 159 辛島　寧那 鷹羽ロイヤル 158

4 7:54 賀数　心南 パームヒルズ 158 上原　和 カヌチャ 158 園田　結莉亜 久住高原 158

5 8:02 原田　佳奈 霧島 157 新城　莉李亜 ベルビーチ 157 亀川　美羽 喜々津 157

6 8:10 岩崎　星乃 鷹羽ロイヤル 157 河野　あずみ 大村湾 157 小野里　リア チェリー宇土 157

7 8:18 奥村　真由美 くまもと城南 157 木村　鈴菜 青島 157 竹原　美悠 グリーンランドリゾート 156

8 8:26 宮城　杏 カヌチャ 156 澁澤　莉絵留 北山 156 本田　真暉 くまもと城南 156

9 8:34 伊波　莉羅 カヌチャ 156 仲村　姫乃 琉球 156 岩切　美空 宮崎国際 155

10 8:42 井塚　早紀 福岡フェザント 155 丸山　祐香 中九州 154 竹田　麗央 グリーンランドリゾート 154

11 8:50 比嘉　里緒菜 PGM沖縄 154 仲西　菜摘 PGM沖縄 154 永嶋　花音 宮崎国際 153

12 8:58 田中　美紀 玄海 153 中道　ゆい チェリー宇土 153 島袋　ひの カヌチャ 152

13 9:06 佐藤　美優 鷹羽ロイヤル 152 奥山　純菜 グリーンランドリゾート 151 水木　春花 大分 147

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

14 7:34 山本　しおり 大分中央 160 商崎　鈴菜 南九州 160 村田　可朋 不知火 160

15 7:42 林　瑚都 くまもと中央 160 山田　萌結 ペニンシュラ 160 外園　華蓮 グリーンランドリゾート 160

16 7:50 大窪　桃花 グリーンランドリゾート 161 吉川　華鈴 大隅 161 石原　果楓 琉球 161

17 7:58 櫻井　心那 オーシャンパレス 162 山下　心暖 チェリー鹿児島シーサイド 161 荒木　優奈 グリーンランドリゾート 161

18 8:06 塩澄　英香 二丈 162 荒木　七海 グリーンランドリゾート 162 吉岡　瑞葵 筑紫ヶ丘 162

19 8:14 井手之上　華暖 鹿児島高牧 163 山元　佑里彩 ミッションバレー 162 速水　梨花 くまもと城南 162

20 8:22 三宮　七星 別府の森 163 今田　夢美 筑紫ヶ丘 163 荒川　怜郁 カヌチャ 163

21 8:30 髙里　由貴子 カヌチャ 163 南薗　優叶 ジェイズ鹿屋 163 松永　七海 花祭 163

22 8:38 石原　渚裟 カヌチャ 164 藤本　愛菜 宮崎国際 163 松島　華暖 福岡フェザント 163

23 8:46 皆吉　愛寿香 鹿児島高牧 165 上村　愛 チェリー鹿児島シーサイド 164 三明　桜子 佐賀ロイヤル 164

24 8:54 赤瀬　新菜 ミッションバレー 165 大賀　裕花 ミッションバレー 165 町田　理奈 オーシャンパレス 165

25 9:02 谷山　理子 久山 165 満潮　一未 セブンミリオン 165

26 9:10 伊藤　夏乃 九州小岱山 165 吉川　夕葉 グリーンランドリゾート 165

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。

競技委員長　　安藤　倫子

第４９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　

主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

開 催 日 ： ２０１９年５月１６日

コ ー ス　： 阿蘇大津ゴルフクラブ

　（２）病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に阿蘇大津ゴルフクラブ（０９６－２９３－１５００）に必ず連絡すること。


