
主    催  ： 

開 催 日 ： 

アウトコース スタート コ ー ス　： 

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

1 7:30 徳重　藍 くまもと阿蘇 畠田　瑠 福岡 永山　藍生 ミッションバレー 上野　琴美 グリーンランドリゾート

2 7:39 大庭　亜子 北九州 杉山　桃香 くまもと中央 小嶋　真莉菜 北山 渡邉　希風 セブンミリオン

3 7:48 貞岡　愛依菜 宮崎国際 塚本　心々 福岡国際 中道　ゆい チェリー宇土 佐々木　玲衣 別府

4 7:57 中畑　愛子 芥屋 原田　佳奈 霧島 尾上　礼美 武雄嬉野 下田　珠理 チェリー宇土

5 8:06 赤瀬　新菜 ミッションバレー 坂田　加奈 阿蘇やまなみ 藤本　彩 チェリー宇土 中西　梨純 宮崎国際

6 8:15 郡　萌衣奈 宮崎大淀 川﨑　燦 高遊原 田中　あみ 鷹羽ロイヤル 村西　瑠依 鹿児島国際

7 8:24 小湊　鈴蘭 菊池高原 松永　藍 花祭 重谷　花乃 大博多 豊田　ヒカル 司ロイヤル

8 8:33 遠藤　由菜 大分 辻　里奈 グランドチャンピオン 平尾　咲希 宮崎国際 竹岡　美咲 ワカミヤ

9 8:42 築地　由依 鹿児島国際 前田　愛結 鷹羽ロイヤル 林　亜如華 グランドチャンピオン 星平　愛 宮崎大淀

10 8:51 洪　徳 鷹羽ロイヤル 黒木　夢 宮崎国際 横尾　みのり 大博多 末永　雪菜 グリーンランドリゾート

11 9:00 水木　春花 久住高原 大賀　裕花 ミッションバレー 橋本　紅葉 グリーンランドリゾート 谷口　愛莉 宮崎国際

12 9:09 満潮　一未 セブンミリオン 外園　華蓮 グリーンランドリゾート 片岡　彩実里 青島 矢幡　杏奈 大分

13 9:18 山中　麻緒 グリーンランドリゾート 丸尾　海七 青島 冨田　有紀 皐月 藤本　葵衣 ワカミヤ

14 9:27 森本　まつり 臼杵 本田　夢麗 グリーンランドリゾート 内藤　舞美 大分 芦谷　夢華 セブンミリオン

15 9:36 葭岡　ほのか 八代 益永　彩未 大分サニーヒル 松田　桃 グリーンランドリゾート 樋口　瑚子 佐賀クラシック

16 9:45 長井　萌愛 ワカミヤ 小瀬　愛美 宮崎大淀 須崎　日愛 筑紫ヶ丘 松本　愛未 グリーンランドリゾート

17 9:54 三明　桜子 佐賀ロイヤル 橋本　ゆう ミッションバレー 上霞　希歩 グリーンランドリゾート 尻枝　萌華 宮崎大淀

18 10:03 山下　心暖 チェリー鹿児島シーサイド 井ノ下　愛華 グリーンランドリゾート 塩澄　英香 二丈 廣吉　優梨菜 ザ・クラシック

19 10:12 林田　万輪 グリーンランドリゾート 叶　結衣 福岡レイクサイド 宮野　絆央　 長崎 蛯原　陽菜 グリーンランドリゾート

20 10:21 高橋　圭子 ワカミヤ 利光　ちはる 大分中央 園田　道代 武雄嬉野

インコース スタート               

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

21 7:30 松下　可育 グリーンランドリゾート 春山　愛 ミッションバレー 中間　理桜 福岡 杉山　あすか くまもと中央

22 7:39 藤野　蒼來 宮崎国際 梅林　結衣 北九州 神谷　咲来 中九州 白垣　美空 福岡サンレイク

23 7:48 松尾　奏 天山 河上　紗彩 チェリー宇土 松尾　桃子 鷹羽ロイヤル 林　明花 大分

24 7:57 吉川　維咲 チェリー宇土 菅　楓華 宮崎国際 金堂　麗李 ミッションバレー 高濵　来夏 グリーンランドリゾート

25 8:06 金縄　心春 大分 和泉　眞奈 球磨 稲永　恋雅 セブンミリオン 松崎　咲弥 鹿児島国際

26 8:15 園田　結莉亜 久住高原 竹原　美悠 グリーンランドリゾート 田上　桜 菊池高原 甲斐　咲希 宮崎国際

27 8:24 平畑　佳子 かほ 小西　優恵 筑紫ヶ丘 逢坂　遥 宮崎大淀 本田　彩蘭 グランドチャンピオン

28 8:33 谷山　理子 久山 羽田　菜々夏 大分 白石　昌未 グランドチャンピオン 渡部　セリーヌ　清香 グリーンランドリゾート

29 8:42 丸尾　羚水 青島 元谷　理央 グリーンランドリゾート 井上　愛結 花祭 小堀　未愛 鷹羽ロイヤル

30 8:51 井上　來虹 グリーンランドリゾート 黒木　宝 宮崎国際 青山　礼華 鷹羽ロイヤル 川部　日向 大分中央

31 9:00 濵屋　心実 鹿児島国際 外園　莉々華 グリーンランドリゾート 岩崎　星乃 ワカミヤ 福田　萌維 宮崎国際

32 9:09 牛原　優美 ワカミヤ 小出　芽依 大分 外園　華莉南 グリーンランドリゾート 諌山　千紘 白木

33 9:18 小瀬　菜々美 宮崎大淀 西田　侑未 ワカミヤ 及川　弥緒里 鹿児島国際 山中　梨緒 グリーンランドリゾート

34 9:27 上村　愛 チェリー鹿児島シーサイド 川口　心路 ミッションバレー 齋藤　陽彩 グリーンランドリゾート 山田　萌結 ペニンシュラ

35 9:36 左　奈々 セブンミリオン 長野　姫詩 グリーンランドリゾート 河野　咲愛 宮崎大淀 遠座　悠里 ＪＲ内野

36 9:45 川越　玲奈 グリーンランドリゾート 上尾　涼乃 白木 速水　梨花 くまもと城南 吉川　華鈴 鹿児島鹿屋

37 9:54 橋口　璃子 島津 長尾　小百合 グリーンランドリゾート 村田　可朋 九州沖縄高校ゴルフ連盟 山元　佑里彩 ミッションバレー

38 10:03 今村　美憂 祁答院 河野　あずみ 九州学連 神道　優奈 グリーンランドリゾート 岩本　菜乃 茜

39 10:12 金井　更紗 茜 上村　麗子 グリーンランドリゾート 山内　あおい 九州学連

40 10:21 北村　舞 グリーンランドリゾート 河野　るい 大村湾 西山　こころ 九州沖縄高校ゴルフ連盟

　（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）　やむを得ない理由によりする欠場する場合は、開催2日前までは所属クラブを通じ事前に開催コース並びに九州ゴルフ連盟（０９２-４３４-５５０１）に文書で届出ること。

　　　 　また大会前日以降は熊本空港カントリークラブ（０９６－２３２－０１２３）に必ず連絡すること。

　（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（４月５日）を使用する。

競技委員長　　川畑　孝則

　（３）　予選通過者は108名とする。なお予選通過者にタイが生じた場合はマッチングスコアカード方式により決定する

第53回  「九州女子選手権競技（予選）」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

熊本空港カントリークラブ

九州ゴルフ連盟

２０２３年４月４日(火）

注意事項


