
九州ゴルフ連盟創立４０周年記念

第４０回  「九州女子選手権競技」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第２日目） 開 催 日 ： 平成２２年５月２７日

アウト（馬場野） スタート コ ー ス　： 唐津ゴルフ倶楽部

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

1 7:30 若松　和代 大隅 80 永里　美奈実 鹿児島・鹿屋 81 三浦　桃香 宮崎大淀 81

2 7:38 大城　美南海 守礼 80 山田　純礼 九州高連 80 勝　　 みなみ 鹿児島高牧 80

3 7:46 饒平名　まなみ ベルビーチ 80 高山　佳奈 ゴールデンパーム 80 古波藏　希 琉球 80

4 7:54 小西　葵 大博多 80 福山　恵梨 福岡レイクサイド 80 伊覇　一希 九州学連 80

5 8:02 三ケ島　かな 茜 80 黒石　沙也佳 北山 80 原園　夏海 南九州 80

6 8:10 原　　 有希 グリーンランドリゾート 80 陣内　由香 ザ・クラシック 80 坂田　明紀奈 不知火 80

7 8:18 与那嶺　真代 ベルビーチ 79 上畠　もえな 宮崎大淀 79 松下　彩里衣 鹿児島・鹿屋 79

8 8:26 野口　彩未 熊本空港 78 松本　梨菜 くまもと中央 79 堀　　 真珠 ベルビーチ 79

9 8:34 清元　恵子 リージェント宮崎 78 杉本　知亜紀 熊本空港 78 宮澤　利衣 フェニックス 78

10 8:42 徳永　琴 グリーンランドリゾート 78 大穂　優希 大博多 78 竹村　心映 熊本南 78

11 8:50 山内　日菜子 宮崎大淀 77 種子田　香夏 若宮 77 佐伯　朱音 ミッションバレー 78

12 8:58 石田　実咲 阿蘇 77 篠原　真里亜 天瀬温泉 77 千葉　絵里加 熊本空港 77

13 9:06 水本　千聖 グリーンランドリゾート 76 秋山　真凛 志摩シーサイド 77 新海　美優 大分中央 77

14 9:14 宮澤　亜衣 フェニックス 76 荒井　舞 ミッションバレー 76 山村　彩恵 九州 76

15 9:22 井上　りこ 九州 75 田口　晴菜 熊本空港 75 倉田　珠里亜 南九州 75

16 9:30 岩野　智里 阿蘇 73 永峰　咲希 宮崎大淀 74 大山　亜由美 鹿児島ガーデン 74

17 9:38 小竹　莉乃 熊本空港 73栗原　未貴 くまもと中央 73 西原　千草 愛野 73

18 9:46 柏原　明日架 宮崎大淀 71 山城　奈々 沖縄国際 72 福田　真未 福岡 72

イン（大平山） スタート                    

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

19 7:30 宮崎　乙実 阿蘇 81 天本　遥香 ザ・クラシック 81 牧野　満里花 ジ・アッタテラス 81

20 7:38 牛島　ハイディ ミッションバレー 81冨高　万智子 大分 81 知念　梨沙 カヌチャ 82

21 7:46 林  　真緒 九州 82 小西　朝香 大博多 82長野　玖美 ミッションバレー 82

22 7:54 中西　絵里奈 三州 82長岡　美波 熊本空港 82 杉田　有里乃 熊本空港 82

23 8:02 福崎　まりな 蒲生 82 荒田　つゆ子 いぶすき 82 古市　祥子 宮崎国際 82

24 8:10 井上　沙紀 九州 83 園上　愛 ミッションバレー 83 中村　いくみ 大博多 83

25 8:18 内田　百合菜 若宮 83 佐々木　郁美 佐世保 83嶋田　和代 別府の森 83

26 8:26 山口　美帆 佐世保 83 田中　まゆみ グリーンランドリゾート 83 大音　美紀 佐賀 83

27 8:34 頭島　美由紀 大村湾 83今田　夢美 福岡雷山 84斉藤　涼香 不知火 84

28 8:42 益田　栞 熊本空港 84岸川　菜月 長崎 84 小林　瑞歩 若宮 84

29 8:50 江上　莉奈 小郡 85 津波古　味寿乃 ベルビーチ 85楠本　彩乃 肥後 85

30 8:58 今村　真由美 夜須高原 85塚永　千晶 阿蘇 85米倉　真弓 鹿児島・鹿屋 85

31 9:06 海老原　美紀 天山 85須河内　真理 西戸崎シーサイド 85 堀　　 亜梨紗 熊本空港 86

32 9:14 中原　彩音 若宮 86岩﨑　愛里 九州高連 86長谷部　久美 九州学連 86

33 9:22 伊藤　京子 志摩シーサイド 86髙倉　胡桃 ザ・クラシック 87 澤田　沙都子 琉球 87

34 9:30 寺本　和泉 阿蘇 87 浦野　菜未 若宮 87 杉本　美樹 熊本空港 87

35 9:38 吉田　美代子 中津 87 三岳　光子 大博多 87 坂下　裕美 宮崎大淀 87

（注） （１）  上記の参加者に欠場者がでた場合は、組合せの一部を変更することがある。

　 　 次年度までの連盟主催競技の出場を認めない。

（３）  スタートの呼び出しは一切行わないので、自分のスタート時間１０分前までにはスターティングホール付近で待機すること。

競技委員長　　安藤　倫子

（２）  病気、その他の事由で欠場する場合は、事前に所属クラブを通じ九州ゴルフ連盟（０９２-７５１-０９５５）に文書で通知

　 　 すること。また、大会前日以降は唐津ゴルフ倶楽部（０９５５-７３-２９３３）に必ず連絡すること。なお無届欠場の場合は、


