
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

（第１日目） 開 催 日 ： 2019年6月6日

アウト スタート コ ー ス　： 周防灘カントリークラブ

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

1 7:00 田中　恵太 長崎国際大学 -4 夏伐　蓮 東海大学九州 -1 樋口　颯人 福岡大学 -3

2 7:08 宮川　勝己 東海大学九州 -4 渡辺　弘泰 長崎国際大学 -4 河野　凌大 九州共立大学 -4

3 7:16 市山　響 日本経済大学 -4 城後　真太郎 東海大学九州 -3 衞藤　諒 長崎国際大学 -1

4 7:24 古川　雄大 東海大学九州 -4 外間　昂汰 琉球大学 -2 村井　龍嘉 長崎国際大学 -3

5 7:32 島戸　圭太 長崎国際大学 -3 藤田　智也 東海大学九州 -2 生野　太郎 東海大学九州 -2

6 7:40 大輪　大 日本経済大学 -4 大村　浩輔 東海大学九州 -2 比嘉　資 九州大学 -4

7 7:48 中村　志凪 東海大学九州 -3 小川　仁 長崎国際大学 -2 清藤　瑠星 九州大学 -4

8 7:56 藤田　亜久里 日本経済大学 -4 児玉　章太郎 東海大学九州 -1 井上　雅智 日本文理大学 -4

9 8:04 篠原　仕師命 東海大学九州 -3 谷口　政意 長崎国際大学 -4 末永　瑞季 東海大学九州 -3

10 8:12 早田　貴洋 長崎国際大学 -4 緒方　大樹 東海大学九州 -1 森山　晃流 日本経済大学 -1

11 8:20 松熊　理子 日本経済大学 -3 神谷　咲来 東海大学九州 -2

12 8:28 藏座　一華 東海大学九州 -3 前山　怜香 日本経済大学 -1

13 8:36 日巻　那々恵 日本文理大学 -4 杉原　かりん 長崎国際大学 -2 篠崎　優奈 東海大学九州 -1

14 8:44 中山　結愛 長崎国際大学 -4 山本　卯蘭 日本文理大学 -2 田中　あみ 東海大学九州 -1

イン スタート               

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

15 7:00 長井　悠斗 長崎国際大学 -1 黒木　鉄平 東海大学九州 -1 呉　心瑋 日本経済大学 -2

16 7:08 坂本　隆一 東海大学九州 -4 津端　辰吾 長崎国際大学 -2 岩本　慎作 東海大学九州 -3

17 7:16 井戸川　純平 東海大学九州 -1 陣内　優也 西南学院大学 -1 小村　優太 日本経済大学 -1

18 7:24 合掌　正貴 日本経済大学 -3 吉村　渚生 東海大学九州 -2 谷　和也 長崎国際大学 -1

19 7:32 安部　寛章 長崎国際大学 -4 山田　竜義 東海大学九州 -4 牛島　海斗 東海大学九州 -3

20 7:40 稲田　愛篤 東海大学九州 -3 中川　拓哉 長崎国際大学 -3 奥村　栄史郎 東海大学九州 -2

21 7:48 安部　勇希 日本経済大学 -4 出口　直希 東海大学九州 -1 飯盛　雅文 九州産業大学 -3

22 7:56 石橋　亮一 東海大学九州 -3 津嘉山　稜太 沖縄国際大学 -3 髙栁　守吏 長崎国際大学 -1

23 8:04 仲田　和真 日本経済大学 -1 篠原　剛 東海大学九州 -2 福留　京介 東海大学九州 -1

24 8:12 堂原　将道 東海大学九州 -4 永田　龍斗 東海大学九州 -2 吉田　祐貴 日本経済大学 -4

25 8:20 岩永　沙羅 福岡大学 -3 吉川　夕葉 東海大学九州 -2 玉城　愛華 沖縄国際大学 -1

26 8:28 永江　綾 東海大学九州 -2 藤　ほのか 福岡大学 -2 登　愛菜 東海大学九州 -1

27 8:36 松尾　咲璃奈 東海大学九州 -2 杉山　桃香 東海大学九州 -1 中之内　幸蒔 福岡大学 -1

注意事項

（１）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。

（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。また競技前日以降は

　　 周防灘カントリークラブ（０９３０－５６－２５１１）に必ず連絡すること。

（３）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　　江　藤　　伸　一

 第18回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表
第38回  「九州学生ゴルフ選手権競技」　

３６ホール・１８ホールストロークプレー


