
　　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第１日目）
アウト（東） コース

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

1 7:30 水木　春花 大分高-3 満潮　一未 中村学園女子高-2 石原　果楓 宜野座高-2

2 7:39 永嶋　花音 日章学園高-3 比嘉　里緒菜 興南高-2 吉川　華鈴 開陽高-1

3 7:48 竹田　麗央 熊本国府高-1 堤　姫乃 沖学園高-2 山本　しおり 大分高-3

4 7:57 園田　結莉亜 大分高-3 原田　佳奈 神村学園高-3 島袋　ひの 宜野座高-3 古賀　衣桜 熊本国府高-2

5 8:06 大内　桜 宜野座高-1 緒方　菜摘 熊本国府高-3 町田　理奈 長崎明誠高-3 内田　夢乃 沖学園高-3

6 8:15 佐藤　美優 沖学園高-3 櫻井　心那 長崎日本大学高-1 河野　あずみ 敬徳高-3 大賀　裕花 熊本国府高-1

7 8:24 奥山　純菜 熊本国府高-3 荒川　怜郁 コザ高-3 山根　美桜奈 コザ高-1 白川　ほのか 沖学園高-2

8 8:33 山田　萌結 熊本国府高-1 塩澄　英香 沖学園高-3 三宮　七星 日章学園高-3 高原　花奈 宮崎日本大学高-2

9 8:42 岩切　美空 宮崎日本大学高-2 尾﨑　小梅 佐世保中央高-3 末永　萌夏 熊本国府高-3 山中　麻緒 沖学園高-2

10 8:51 亀川　美羽 日章学園高-1 岩﨑　星乃 沖学園高-2 赤瀬　新菜 九州国際大付属高-3 中道　ゆい 東海大付属熊本星翔高-2

11 9:00 河本　留奈 クラーク記念国際高-3 木村　鈴菜 日章学園高-3 南薗　優叶 神村学園高-2 寺川　優 常磐高-3

12 9:09 荒木　優奈 玉名中-2 武田　菜那 日章学園中-3 浦崎　涼 沖縄カトリック中-1 山中　梨緒 沖学園中-3

13 9:18 左　奈々 沖学園中-1 石原　渚裟 久志中-3 佐々木　留奈 日章学園中-3 河野　るい 波佐見中-2

14 9:27 賀数　心南 古蔵中-3 村田　可朋 西原中-2 羽田　菜々夏 大分中-2 前里　奈々 大里中-1

15 9:36 三明　桜子 沖学園中-2 築地　由依 伊敷中-2 長尾　小百合 長嶺中-3 丸尾　羚水 赤江中-2

16 9:45 外園　華蓮 日章学園中-3 岩波　藍 沖学園中-3 喜久山　紗弥 久志中-3 東家　春奈 下益城城南中-3

17 9:54 小西　優恵 筑紫丘中-2 川口　らん 沖学園中-1 菅　楓華 日章学園中-2 春山　愛 小竹中-2

18 10:03 稲永　恋雅 沖学園中-3 小櫻　咲 大分中-3 山下　心暖 万世中-2 芦谷　夢華 原中-3

19 10:12 内藤　舞美 大分中-3 森田　莉央 沖学園中-2 前田　愛結 香春中-2 濵屋　心実 谷山中-2

20 10:21 上村　愛 神村学園中-3 山内　美桜 次郎丸中-3 藤本　愛菜 沖学園中-1 佐藤　来春 大分中-3

イン（西）コース               

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

21 7:30 杉﨑　優人 長崎日大高-2 後藤　大生 沖学園高-3 橋本　侑樹 東福岡高-1

22 7:39 後藤　颯太 沖学園高-1 宮里　海翔 興南高-3 内山　遥人 糸島高-2

23 7:48 池田　拓史 樟南高-1 上山　捷馬 日章学園高-2 豊里　裕士 興南高-3 平井　伸乃輔 熊本国府高-3

24 7:57 櫻井　豪 長崎日大高-2 米山　慶 鹿児島城西高-3 椎葉　祐太 沖学園高-3 新城　ディラン　唯人 宜野座高-2

25 8:06 枝川　吏輝 日章学園高-2 諸岡　涼 北陵高-3 田﨑　春樹 沖学園高-1 又吉　鷹丸 興南高-1

26 8:15 出利葉　太一郎 沖学園高-3 金城　羽矢斗 名護高-2 中野　惠將 嘉穂高-2 堺　永遠 ルネサンス大阪高-1

27 8:24 山口　泰知 日章学園高-3 立石　将大 沖学園高-2 井上　輝己 筑紫丘高-3 森満　裕貴 延岡学園高-1

28 8:33 田中　貫太 福岡大附属大濠高-1 宮本　龍之介 長崎明誠高-1 重谷　大雅 沖学園高-2 園田　剛士 東稜高-2

29 8:42 伊藤　健心 沖学園高-1 遠藤　崇真 樟南高-1 原口　裕 大村工業高-1 宮園　裕希 鹿島高-3

30 8:51 石塚　祥利 沖学園高-2 西口　尚樹 熊本国府高-3 田村　幸太郎 大分高-3 川村　太郎 鹿児島実業高-2

31 9:00 内藤　滉人 大分高-3 島袋　朝龍 沖縄カトリック高-2 島戸　太一 沖学園高-2 大嶋　彬楽 敬徳高-3

32 9:09 安河内　力 沖学園高-3 大川内　一翔 鹿島高-2 松島　生龍 福岡第一高-1 溝部　渉 日本文理大附属高-3

33 9:18 商崎　涼平 鹿児島城西高-2 金子　楓 若松高-3 石橋　空 祐誠高-3 田中　元基 沖学園高-2

34 9:27 古川　創大 日章学園中-3 松井　優 香椎第2中-3 米須　清幸 久志中-3 米　誠ノ心 神村学園中-2

35 9:36 吉田　京介 城北中-3 村柗　陸 武蔵ヶ丘中-3 里　海舟 西部中-3 末次　史弥 宮ノ陣中-3

36 9:45 林田　直也 沖学園中-3 富本　創 佐世保北中-2 林　駿馬 西部中-3 冨田　大翔 二岡中-2

37 9:54 横山　翔伍 姫城中-3 秋山　隆之介 原中-3 山下　竜弥 沖学園中-3 江上　敦哉 大分中-1

38 10:03 豊田　真太郎 玉名中-3 小窪　都斗 鹿児島大教育学部附属中-3 市丸　貴翔 飛幡中-3 秋高　大旺 日章学園中-2

39 10:12 世良　博 永犬丸中-3 友利　光 金城中-3 矢内　大喜 緑丘中-2 木下　大峰 櫛原中-1

40 10:21 有薗　純 日当山中-2 伊藤　将時 西合志南中-2 仲宗根　祥仁 久志中-3 石橋　拓門 中央中-2

41 10:30 梶原　敦也 五馬中-3 濵山　文飛 城南中-3 坂本　佳祐 西諫早中-2 上山　虎雅 日章学園中-2

42 10:39 大柿　天嵩 春日野中-2 會津　誠之輔 沖学園中-1 藤井　太己 江北中-2 田川　隼禎 久志中-2

（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、事前に九州ゴルフ連盟事務局（０９２－４３４－５５０１）まで文書で届け出ること。

　　　 　必ず連絡すること。また、文書で九州ゴルフ連盟事務局へ報告すること。また競技当日の欠場は、久住高原ゴルフ倶楽部（０９７４－６４－３０１０）に必ず届け出ること。

　（３）　女子の部　　（１５～１７歳）・・・アウト １組～１１組　　　　（１２～１４歳）・・・アウト １２組～２０組　

　　　　 男子の部　　（１５～１７歳）・・・イン ２１組～３３組　　　　（１２～１４歳）・・・イン 　３４組～４２組　

　（４）　第２日目の組合せおよびスタート時刻は、第１日目競技終了後成績順に組合せの上掲示する。

競技委員長　　安 藤　倫 子

第３９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　

　　　コ ー ス　： 久住高原ゴルフ倶楽部

　　　開 催 日 ： ２０１９年７月２５日


