
主    催  ： 九州ゴルフ連盟

開 催 日 ： 2022年6月2日

アウト スタート コ ー ス　： 愛野カントリー倶楽部

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

1 7:00 井戸川　純平 東海大学九州 -4 諸岡　涼 長崎国際大学 -3 堀本　祐希 東海大学九州 -1

2 7:09 仲田　和真 日本経済大学 -4 津崎　洋輔 東海大学九州 -2 松島　生龍 東海大学九州 -1

3 7:18 児玉　章太郎 東海大学九州 -4 椎葉　祐太 長崎国際大学 -3 田丸　聡一郎 東海大学九州 -2

4 7:27 小村　優太 日本経済大学 -4 米山　慶 東海大学九州 -3 後藤　颯太 東海大学九州 -1

5 7:36 黒木　鉄平 東海大学九州 -4 平井　伸乃輔 東海大学九州 -3 水永　礼 福岡大学 -1

6 7:45 永田　理 西南学院大学 -4 巫　耀微 日本経済大学 -3 蓑手　将弥 東海大学九州 -1

7 7:54 川越　夏彦 福岡大学 -4 内藤　滉人 東海大学九州 -3 中野　惠將 東海大学九州 -2

8 8:03 山田　玄彩 東海大学九州 -3 水永　匠 福岡大学 -2 青川　栄太 沖縄国際大学 -1

9 8:12 田中　あみ 東海大学九州 -4 満潮　一未 日本経済大学 -2 宮城　杏 長崎国際大学 -1

10 8:21 杉山　桃香 東海大学九州 -4 町田　理奈 長崎国際大学 -3 山内　あおい 日本経済大学 -1

11 8:30 中之内　幸蒔 福岡大学 -4 及川　弥緒里 東海大学九州 -2 山根　美桜奈 長崎国際大学 -1

12 8:39 仲村　姫乃 沖縄国際大学 -3 下田　珠理 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

13 7:00 溝部　渉 東海大学九州 -3 宮園　裕希 福岡大学 -3 成松　翔 日本経済大学 -2

14 7:09 夏伐　蓮 東海大学九州 -4 井上　輝己 熊本大学 -3 遠藤　崇真 東海大学九州 -1

15 7:18 齊木　智善 久留米大学 -4 小田　寛人 東海大学九州 -2 木村　俊介 日本経済大学 -1

16 7:27 後藤　周冶 福岡大学 -4 大川内　一翔 東海大学九州 -2 中越　龍希 日本経済大学 -2

17 7:36 西口　尚樹 東海大学九州 -3 大嶋　彬楽 日本文理大学 -3 吉﨑　大樹 日本経済大学 -1

18 7:45 水上　貴博 西南学院大学 -4 米須　清孝 沖縄国際大学 -3 鶴見　優斗 東海大学九州 -1

19 7:54 緒方　大樹 東海大学九州 -4 豊田　篤弘 東海大学九州 -2 古城　涼翔 福岡大学 -1

20 8:03 陣内　優也 西南学院大学 -4 後藤　大生 東海大学九州 -3 宮本　龍之介 東海大学九州 -1

21 8:12 登　愛菜 東海大学九州 -4 山元　佑里彩 福岡大学 -2 吉川　維咲 東海大学九州 -1

22 8:21 河野　あずみ 長崎国際大学 -3 外園　莉々華 東海大学九州 -2 大庭　亜子 福岡大学 -1

23 8:30 赤瀬　新菜 長崎国際大学 -3 橋口　璃子 日本経済大学 -2 河上　紗彩 東海大学九州 -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。当日会場のインフォメーションボードを確認すること。

（２）欠場する場合は事前に九州ゴルフ連盟及び愛野カントリー倶楽部に、欠場届を文書で提出すること。

　　 また競技前日以降は愛野カントリー倶楽部に必ず連絡すること。

（３）乗用カートは、普通自動車運転免許証取得者のみ運転を認める。　

(４)天候等の理由により規定のホール数を終了できなかった場合、予備日を使用する。

　委員長　　川　畑　　孝　則

 第20回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表
第40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


