
18ホールズ・ストロークプレー 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 梅田　　如 九州八幡 田中　梨奈 三井グリーンランド 宮嶋　ゆかり かごしま空港３６ 竹村　春風 熊本空港

2 7:38 高山　佳奈 鹿児島シーサイド 持田　恵里 鷹羽ロイヤル 豊福　歩未 三井グリーンランド 松岡　未紗 あつまるレーク

3 7:46 米村　洋子 八代 原田　桂 セブンミリオン 枝尾　あかね 不知火 吉野　あや 見上庄内

4 7:54 竹田　真実 セントラル福岡 森長　真理子 琉球 大津　くるみ 熊本 黒石　沙也佳 九州高連

5 8:02 平     元代 祁答院 井上　　希 三井グリーンランド 今村　真由美 九州 徳島　恵利香 九州学連

6 8:10 照屋　冷奈 ベルビーチ 辻﨑　香穂里 熊本 古賀　愛理 大和不動 田中　映美 三井グリーンランド

7 8:18 一ノ瀬　優希 熊本南 久保　宣子 福岡レイクサイド 澤田　沙都子 琉球 小池　夏美 ローレル日田

8 8:26 青山　加織 熊本空港 上原　美希 琉球 谷川　裕美 蒲生 香妻　琴乃 鹿児島・鹿屋

9 8:34 白石　洋子 ＲＫＢ皐月 足立　ひろ子 臼杵 奥　　清子 かごしま空港３６ 吉嵜　範子 周防灘

10 8:42 中村　恵利子 佐世保 森川　麗子 三井グリーンランド 松田　壽美子 福岡レイクサイド 古賀　保子 大博多

11 8:50 南　　信子 九州小岱山 田原　末子 北九州 納     千佳子  グリーンヒル  近藤　ますみ 志摩シーサイド

12 8:58 大津　春美 福岡雷山 西　ヒロ子 矢部 清川　素子 ザ・クラシック 村井　紀美子 セブンミリオン

13 9:06 松村　知恵子 宮崎国際 早川　二三子 久山 東　洋子 グリーンヒル  清田　善子 久留米

14 9:14 有田　和子 麻生飯塚 寺田　美津子 武雄嬉野 柴田　弘美 阿蘇やまなみ 大石　博子 大博多

15 9:22 三輪　勝子 美々津 的場　章子 ザ・クイーンズヒル 小野　美保子 宮崎国際 上田　須磨子 鷹羽ロイヤル

16 9:30 福田　加代子 小郡 酒井　悦子 大分東急 中原　英子 鹿児島・鹿屋 広瀬　知恵子 鷹羽ロイヤル

17 9:38 丸山　嘉代子 蒲生 武田　孝乃 門司 郷司　啓見 大分東急 宮本　三子 大博多

18 9:46 竹下　成子 長崎パーク 梅崎　弘子 鷹羽ロイヤル 赤星　敬子 高遊原 横山　登美子 ザ・クイーンズヒル

19 9:54 池宮　春美 ユニマット沖縄 小森　美代子 北九州 篠原　美千代 九重 石河　涼子 大博多

20 10:02 田中　まゆみ 三井グリーンランド 片山　國枝 セブンミリオン 吉浦　恵子 ペニンシュラ 西尾　君代 ザ・クラシック

21 10:10 平岡　フミ子 阿蘇グリーンヒル 高原　秀子 北九州 杉本　延子 勝山御所 倉岡　廣子 小郡

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  

1 7:30 福永　文香 宮崎国際 田中　美弥子 熊本空港 桑霍　小百合 三井グリーンランド 林　　真緒 九州

2 7:38 藤本　典子 ミッションバレー 渡邉　加奈 佐賀 松村　瞳 熊本空港 竹下　嘉乃 あつまるレーク

3 7:46 川原　怜子 大博多 横山　恭子 鹿児島・鹿屋 持田　紗耶香 鷹羽ロイヤル 豊永　志帆 熊本空港

4 7:54 獅子目　和佳菜 宮崎C 原田　葵 セブンミリオン 吉村　美重 三井グリーンランド 加賀其　真美 九州

5 8:02 清田　千草 くまもと中央 田中　梨沙 西日本 濱本　凪紗 天草 児玉　真理恵 九州高連

6 8:10 西   　真奈美 リージエント宮崎 下村　樹美 熊本空港 池田　和歌子 福岡 大野　友莉 九州高連

7 8:18 金田　久美子 九州八幡 笠　　 りつ子 熊本空港 丸岡　　優 三井グリーンランド 管　悠香里 九州学連

8 8:26 室井　勝利子 筑紫ヶ丘 池田　有希 熊本南 古市　祥子 宮崎国際 宮田　東奈 熊本空港

9 8:34 得丸　浩子 大分 釘本　富士子 花祭 本田　友加里 鹿児島シーサイド 大坪　真弓 志摩シーサイド

10 8:42 桝田　由美子 高原 竹山　和江 不知火 平田　雪恵 久留米 井上　良子 鷹羽ロイヤル

11 8:50 佐々木　郁美 佐世保 東大森　れい子 熊本空港 是澤　浩子 宮崎国際 松尾　和子 ミッションバレー

12 8:58 横山　紫乃 ブリヂストン 柴田　孝子 三重 伊藤　京子 志摩シーサイド 水口　博恵 八代

13 9:06 渡邊　笛子 大博多 高吉　智子 鹿児島ガーデン 冨高　万智子 二ッポー 山福　由美 福岡レイクサイド

14 9:14 中尾　栄子 唐津 滝口　喜代子 西海橋 今泉　裕子 麻生飯塚 藤　佳奈子 福岡雷山

15 9:22 大音　美紀 佐賀 宮崎　まゆみ 三井グリーンランド 松尾　賢子 北方 西原　慶子 鷹羽ロイヤル

16 9:30 山口　美帆 佐世保 西内　伸子 ＲＫＢ皐月 内野　美樹 鹿児島高牧 大谷　朱美 ザ・クラシック

17 9:38 平木　智子 チサン遠賀 乙守　みえ子 高原 北野　弘子 別府の森 友田　美弥 福岡雷山

18 9:46 小林　淑子 佐賀クラシック 重松　すみか 三井グリーンランド 野田　千代美 北九州 三岳　光子 大博多

19 9:54 田口　亜希子 玄海 貴島　京子 大隅 廣瀬　照佳 大分 松永　アヤ子 大博多

20 10:02 牛島　由美子 くまもと城南 高橋　圭子 ミッションバレー 山口　里香 鹿児島ガーデン 中島　八重子 セントラル福岡

21 10:10 牛島　ハイディ 福岡国際 小出　真澄 喜々津 竪元　智子 三井グリーンランド

22 10:18 大橋　桂子 司ロイヤル 鈴田　陽子 若木 山本　幸代 古賀

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。

　　　 　（０９２－３２４－５３３３）に必ず連絡すること。また、所属クラブを通じて文書で事務局へ報告すること。
　（３）　年令別の部Ａ（アウコースト１～８組、インコース１～８組）、Ｂ（インコース９～２２組）、Ｃ（アウトコース９～２１組）
　（４）　第２日目のスタート時間は、第１日目競技終了後上位１００位タイまでの者を成績順に組合せの上掲示する。

　（６）　練習ラウンドは必ず１個の球ででプレーすること。
　（５）  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５分前までにはスターティングホールで待機すること。

　（２）　病気、その他事故等により欠場する場合は、事前に九州ゴルフ連盟（０９２－７５１－０９５５）またはザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

第３５回  「九州女子選手権競技 」 組合せ表
（ 第 １ 日 目 ）　

ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

九州ゴルフ連盟
平成１７年 ５月２５日（水）


