
九州ゴルフ連盟創立４０周年記念

第３０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　

　　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第１日目） 　　　開 催 日 ： 平成２２年７月２２日

杵島（アウト） コース 　　　コ ー ス　： 阿蘇ゴルフ倶楽部

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 8:00 玉城　海伍 石塚　祥成 原　　 成八

2 8:08 牛島　翔也 出口　斉 矢野　圭介

3 8:16 照屋　佑唯智 吉田　祐貴 奥田　創志 菅　卓人

4 8:24 宮川　勝大 高江洲　将太 井上　格太朗 佐藤　瑛

5 8:32 梶原　正吾 関　　 凌之介 久貝　英 鈴川　祐平

6 8:40 池村　寛世 大輪　大 松田　宜展 渡邉　弘泰

7 8:48 永浦　吏杜睦　 屋比久　隆貴 坂本　隆一 佐藤　芙希

8 8:56 比嘉　一貴 藤﨑　真悟 宇都　敬汰 岡本　秦太朗

9 9:04 宮川　勝己 島田　裕一 川満　浩太郎 髙口　渉

10 9:12 千葉　蒼隼 古謝　良弥 北川　和雅 田中　友也

11 9:20 和田　章太郎 川越　竜希 安藤　裕良 福田　圭輔

12 9:28 牧野　嵐望 中島　章 谷川　大地 浜田　和也

13 9:36 葛城　史馬 山田　竜義 中川原　諒 横尾　玲於奈

14 9:44 朴　　 正煥 伊波　宏隆 寺本　拓矢 小原井　篤

15 9:52 池亀　一広 豊見里　友作 成冨　晃広 井上　恭敏

16 10:00 岩永　マンド 坂牧　一静 屋比久　恭平 井手尾　力

17 10:08 出水田　大二郎 重永　礼音 當真　航星 古波　栄一

18 10:16 永井　貴之 三重野　里斗 福崎　宏隆 長田　真矩

19 10:24 時松　源藏 稲森　佑貴 伊差川　紘治 矢辺　聖也

20 10:32 狩俣　昇平 大古場　諒 中山　龍馬 松田　輝希

21 10:40 秋山　卓也 吉本　侑平 徳山　雄大 伊波　雄大

中岳（イン）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  

22 8:00 大輪　美優 宮澤　利衣 宮城　早希 堀　　 亜梨紗

23 8:08 秋山　真凜 古波蔵　希 渕野　ひかる 若松　萌久里

24 8:16 権藤　可恋 内田　百合菜 篠原　真里亜 只松　美樹

25 8:24 山内　日菜子 山下　胡桃 竹内　里佳 新垣　沙羅

26 8:32 三ヶ島　かな 上畠　もえな 原　　 有希 塚永　千尋

27 8:40 種子田　香夏 鈴木　愛沙美 竹村　心映 金城　沙希

28 8:48 新海　美優 浦野　菜未 佐伯　朱音 橋本　成美

29 8:56 柏原　明日架 鈴木　沙央里 翁長　由佳 藤田　南

30 9:04 井上　沙紀 宮﨑　乙実 宮城　茉希 山口　晏奈

31 9:12 田口　晴菜 水本　千聖 山下　愛

32 9:20 西原　千草 福山　恵梨 比嘉　奈津美 松井　莉奈

33 9:28 山城　奈々 山村　彩恵 杉本　知亜紀 宮澤　由衣

34 9:36 福田　真未 大城　ちはる 大山　亜由美 楠本　彩乃

35 9:44 香妻　琴乃 倉田　珠里亜 益田　栞 堀　　 真珠

36 9:52 城間　絵梨 高倉　胡桃 饒平名　まなみ 福井　美香

37 10:00 比嘉　真美子 小西　葵 小林　瑞歩 津波古　味寿乃

38 10:08 大冝見　賢人 大城　紀博 辻丸　龍之介 崔　　 燦

39 10:16 山城　泰介 坂牧　優太 金城　樹 木村　健吾

40 10:24 山本　純也 小浦　和也 阿部　泰治 比嘉　竜斗

41 10:32 上畠　誠人 中村　宏樹 大城　玲弥 衛藤　拓海

（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（０９２－７５１－０９５５）または開催クラブ（０９６７－２４－５００１）に必ず連絡すること。

　　　 　また、学校を通じて文書で九州ゴルフ連盟事務局へ報告すること。なお無届欠場の場合は、来年度までの連盟主催競技の参加を認めない。

　（３）　危険防止および健康上の理由により、プレー中は必ず帽子を着用すること。

　（４）　スタートの呼出しは一切行わないので、自分のスタート時刻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。

　（５）　男子の部　（１２～１４歳）・・・杵島 １組～１３組　　（１５～１７歳）・・・杵島 １４組～２１組　・　中岳 ３８組～４１組　

　　　　女子の部　（１２～１４歳）・・・中岳 ２２組～３０組　　（１５～１７歳）・・・中岳 ３１組～３７組

　（６）　練習ラウンドにおいては、必ず１個の球でプレーすること。

　（７）　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。

　（８）　開会式には必ず出席すること。

競技委員長　　古 賀  秀 策

松城中-2 沖学園中-3 川棚中-2

沖学園中-3 大里中-2 古賀北中-1

山内中-3 諏訪中-1 駅川中-2 宮崎北中-1

鹿屋東中-3 山内中-2 香椎第二中-2 大分豊府中-2

西南学院中-2 日章学園中-1 富江中-3 湯川中-3

志布志中-3 沖学園中-1 広瀬中-2 折尾中-1

高取中-3 普天間中-2 長洲中-1 託麻中-1

具志川中-3 原中-1 宮崎日大中-3 託麻中-2

鹿屋東中-1 百道中-2 石垣第二中-3 霧丘中-2

穴生中-3 伊波中-3 日章学園中-3 稙田西中-3

百道中-3 日章学園中-3 京陵中-3 川棚中-3

真志喜中-3 古賀東中-3 赤江中-2 黒崎中-1

安心院中-1 喜瀬武原中-1 沖学園中-1 相浦中-3

沖学園高-1 本部高-2 東海大付属第二高-3 九州国際大付属高-1

種子島中央高-3 柳川高-2 福岡第一高-1 大分高-3

ﾌｪｻﾞｰﾃﾞｭｰﾅｽﾒﾓﾘｱﾙ-3 沖学園高-1 沖縄尚学高-3 東海大付属第二高-3

樟南高-3 国府高-2 長崎日大高-1 本部高-1

修猷館高-3 沖学園高-1 樟南高-3 福岡第一高-1

沖学園高-2 鹿児島城西高-1 本部高-2 大分高-2

柳川高-3 沖学園高-3 日章学園高-1 美来工科高-1

福岡第一高-3 柳川高-1 クラーク記念国際高-3 興南高-2

沖学園中-3 宮崎日大中-2 神森中-1 大津中-3

福岡インターナショナル中-2 興南中-3 賀来小中-2 東大宮中-1

香楠中-3 城南中-2 沖学園中-2 花尾中-3

日章学園中-2 沖学園中-3 本郷中-3 石川中-3

須恵中-2 日章学園中-3 筑後北中-2 御船中-1

多々良中-3 沖学園中-3 東野中-3 伊江中-1

賀来小中-3 沖学園中-2 沖学園中-3 清水中-2

東大宮中-3 沖学園中-2 港川中-1 南小倉中-3

柏原中-2 江南中-3 神森中-3 純心中-1

東海大付属第二高-2 沖学園高-3 長崎明誠高-3

長崎日大高-3 沖学園高-3 コザ高-2 大分高-1

浦添高-2 沖学園高-3 松橋高-3 宮崎日大高-2

沖学園高-3 沖縄尚学高-3 樟南高-2 東海大付属第二高-1

日章学園高-3 樟南高-2 東海大付属第二高-3 本部高-1

沖学園高-2 福岡第一高-1 名護高-1 神埼清明高-3

本部高-2 沖学園高-3 福岡第一高-1 名護高-1

柳川高-3 本部高-2 長崎日大高-1 明豊高-2

開邦高-3 沖学園高-3 沖縄尚学高-2 東海大付属第二高-3

長崎日大高-3 日章学園高-3 柳川高-2 読谷高-2

日章学園高-3 九州国際大付属高-2 本部高-2 沖学園高-1


