
18ホール・ストロークプレー 　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

アウトコース

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

1 7:30 山﨑　愛子 日の隈 原田　園美 ザ・クラシック 森　彩 大村湾

2 7:39 今田　夢美 筑紫ヶ丘 堤　寛子 チサン森山 山根　こず恵 チサン遠賀

3 7:48 嘉藤　奈那 鷹羽ロイヤル 園田　道代 武雄嬉野 岩永　由美 佐世保・平戸

4 7:57 黒石　沙也佳 若宮 花田　美由樹 佐賀 土谷　千春 大分サニーヒル

5 8:06 渡辺　恵理 チェリー宇土 奈木野　真貴 鷹羽ロイヤル 松尾　麻子 佐賀クラシック

6 8:15 木村　紀子 若宮 堤　香奈美 フジ 伊森　愛 ミッションバレー

7 8:24 高橋　圭子 若宮 立石　美根子 大博多 山之口　文子 都城母智丘

8 8:33 若松　和代 大隅 藤崎　佳子 セブンミリオン 浦田　尚江 茜

9 8:42 本田　月枝 くまもと城南 岳野　恵美子 茜 小林　淑子 佐賀クラシック

10 8:51 松尾　賢子 美々津 吉田　成美 若松 東大森　れい子 熊本空港

11 9:00 伊藤　京子 志摩シーサイド 奥村　美千代 別府 佐藤　桂子 北山

12 9:09 西原　慶子 鷹羽ロイヤル 箕田　有里子 芥屋 島田　会美子 ワールド

13 9:18 米倉　紀代美 小郡 松永　里子 グリーンランドリゾート 白木　妹津子 玄海

14 9:27 橋本　和子 長崎国際 神田　美栄子 鷹羽ロイヤル 隈　朗子 ザ・クイーンズヒル

15 9:36 竪元　智子 西日本 東野　美揮子 ザ・クイーンズヒル 白坂　順子 熊本南

16 9:45 大石　早苗 北九州 小出　真澄 喜々津 白石　洋子 皐月

17 9:54 福井　和子 ブリヂストン 近藤　信子 チサン遠賀 三苫　美保 志摩シーサイド

インコース 

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

18 7:30 利光　ちはる 大分中央 清永　絢子 ザ・クイーンズヒル 長野　珠美 ザ・クラシック

19 7:39 彦面　莉奈 若宮 島末　晋子 大隅 井上　尚子 筑紫ヶ丘

20 7:48 木下　信 くまもと城南 宮原　稚恵 志摩シーサイド 出口　理栄 佐賀クラシック

21 7:57 高田　雅野 西戸崎シーサイド 佐々木　美緒 宮崎大淀 福本　綾 不知火

22 8:06 北御門　美保 天山 小江　仁子 ザ・クラシック 岡村　紅 宮崎大淀

23 8:15 栗田　理那 くまもと城南 箱田　直美 若宮 長浦　浩子 福岡セヴンヒルズ

24 8:24 亀井　文予 武雄嬉野 島津　順美 久山 浅田　怜子 グランドチャンピオン

25 8:33 渡辺　笛子 大博多 金山　千恵子 中津 山田　美智代 佐賀

26 8:42 髙市　千絵 大博多 菊地　恭栄 若松 本田　千鶴 高遊原

27 8:51 出口　恵美子 小郡 山﨑　暁子 大分サニーヒル 花山　悦子 ミッションバレー

28 9:00 脇園　幸風 若松 田中　朝子 皐月 溝口　三重子 肥後サンバレー

29 9:09 平岡　美智子 福岡　 田口　亜希子 玄海 堀切　彩香 フェニックス

30 9:18 山口　美帆 佐世保 小林　麻実 ミッションバレー 山本　幸子 熊本南

31 9:27 平田　雪恵 久留米 高濱　まゆみ ブリヂストン 中山　和代 別府の森

32 9:36 佐々木　郁美 佐世保 山邊　英美子 夜須高原 中村　美鈴 若宮

33 9:45 添田　麻由美 志摩シーサイド 岩永　尚子 若宮 中田　恵可 グランドチャンピオン

34 9:54 原田　亜紀 チェリー小倉南 北野　弘子 久住高原 瀧下　真弓 ザ・クイーンズヒル

（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）に所属クラブを通じ文書で通知すること。また、開催日前日以降は

　　　　 開催クラブの麻生飯塚ゴルフ倶楽部（０９４８－６５－１１５５）に必ず連絡すること。

　（３）　使用ティは、九州女子ミッドアマチュア選手権（アウト１～７組、イン１８～２４組）、九州女子シニア選手権（アウト８～１７組、イン２５～３４組）：白マークとする。

　（４）　天候などの理由により規定のホール数を終了できなかった場合、予備日（9月4日）を使用する。

競技委員長　　安 藤　倫 子

第8回 九州女子ミッドアマチュア選手権競技 

第8回 九州女子シニア選手権競技    組合せ表

　　コ ー ス　： 麻生飯塚ゴルフ倶楽部

　　開 催 日 ： 2020年9月3日


