
　　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

１８ホールズ・ストロークプレー
アウト（杵島コース） 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 8:00 古賀　愛理 龍谷高 児玉　真理恵 樟南高 小竹　莉乃 西山中 仲村渠　円 伊波中

2 8:08 横山　恭子 尚志館高 大石　真奈美 大分高 吉村　美重 菊池高 澤田　沙都子 琉球大附属中

3 8:16 川満　陽香理 昭和薬科大附属高 谷川　裕美 樟南高 清田　千草 玉名高 原田　桂 沖学園高

4 8:24 大城　さつき 沖縄尚学高 枝尾　あかね 東海大第二高 黒石　沙也佳 柳川高 宮田　東奈 帯山中

5 8:32 笠　　 りつ子 東海大第二高 金田　久美子 沖学園高 垣花　彩那 南大東中 小林　由佳 長崎大附属中

6 8:40 一ノ瀬　優希 御船高 上原　美希 沖縄尚学高 井上　希 沖学園高 小宮　満莉花 西原中

7 8:48 宮里　美香 興南高 豊永　志帆 松橋中 渡邉　加奈 柳川高 山村　彩恵 友泉中

8 8:56 照屋　冷奈 沖縄尚学高 梅田　如 沖学園高 竹村　春風 東野中 吉本　舞 佐賀大附属中

9 9:04 福永　文香 本庄高 大津　くるみ 東海大第二高 丸岡　優 沖学園高 与那覇　未来 佐敷中

10 9:12 森長　真理子 興南高 今川　沙織 都城高専 下村　樹美 東海大第二高 荒井　舞 鞍手南中

11 9:20 永本　泰三 柳川高 吉村　肇 八代高 佐野　徹 大分高

12 9:28 重永　亜斗夢 沖学園高 平松　経志 長崎日大高 郭　　 前峰 柳川高 山ノ口　章大 樟南高

13 9:36 与那嶺　雄也 沖縄尚学高 濱永　繁志 柳川高 中村　栄太 長崎明誠高 江口　英輝 沖学園高

14 9:44 辻丸　侑樹 沖学園高 小杉　竜三 東海大第二高 小林　賢士 大分高 与古田　将司 興南高

15 9:52 仲宗根　和樹 沖縄尚学高 後庵　隼敏 大分西高 松下　諒 尚志館高 中野　大介 柳川高

16 10:00 髙松　竜也 長崎日大高 黄本　弘盛 柳川高 饒平名　知尚 名護高 小林　丈大 沖学園高

17 10:08 松下　秀斗 尚志館高 桜井　省吾 宮崎日大高 石村　大輔 九州学院高 嘉数　光倫 名護高

18 10:16 藤本　俊 沖学園高 小濱　祐樹 伊万里商業高 比嘉　秀尚 陽明高 大久保　太志 長崎日大高

19 10:24 外園　智大 樟南高 中田　健太 九州産業高 薬師寺　成利 大分高 山本　洸平 東海大第二高

20 10:32 加治屋　雅了 柳川高 花城　髙奈吏 沖縄尚学高 矢野　佑介 宮崎農業高 本田　豪 熊本農業高

21 10:40 酒井　康臣 長崎日大高 後潟　直道 樟南高 伊妻　恭平 大分高 狩俣　慶大 柳川高

イン（中岳コース） 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 8:00 辻丸　翔一 沖学園中 富村　真治 松島中 池﨑　亘 帖佐中

2 8:08 寺﨑　祐策 波佐見中 佐藤　和紀 沖学園中 稲嶺　羊輔 首里中 岩間　亮慶 井芹中

3 8:16 空　　 真一郎 敬愛中 橋口　雄太 長崎日大中 中島　大介 城東中 狩俣　昇平 コザ中

4 8:24 平良　聖人 石川中 荒井　信貴 照曜館中 松岡　聖道 沖学園中 秀島　寛臣 日宇中

5 8:32 梶原　英明 玖珠中 儀保　和 琉球大附属中 宮本　善生 鳥栖中 小浦　和也 日向学院中

6 8:40 兼濱　開人 糸満中 安心院　雄大 大明中 岡部　大将 平野中 出水田　大二郎 鹿屋東中

7 8:48 成松　亮介 高岡中 松永　建太郎 帖佐中 渡真利　健人 金城中 植田　真太朗 沖学園中

8 8:56 秋吉　翔太 託麻中 松田　潤一 真志喜中 緒方　輝 城島中 山本　純也 三重中

9 9:04 鶴田　一成 柏原中 山下　洋宙 白川中 有馬　境佑 有明中 山城　泰介 真和志中

10 9:12 前川　和輝 宜野湾中 阿部　敬太 沖学園中 秀島　裕基 西諌早中 徳山　雄大 庄内中

11 9:20 吉村　明恭 西合志南中 岩坂　穣一郎 大束中 弓削　淳詩 石垣第二中 永井　貴之 城南中

12 9:28 大石　光平 櫛原中 大林　浩二 西原中 仲泊　峻 昭和薬科大附属中 小島　慎平 宮崎第一中

13 9:36 佐藤　大樹 大分工業高 松崎　樹平 樟南高 岩下　武士 長崎日大高

14 9:44 藤井　勇 沖学園高 比嘉　拓也 名護商業高 黒石　雄二 柳川高 濱永　知明 宇佐高

15 9:52 大城　大地 沖縄尚学高 花畑　佑太郎 沖学園高 大林　勇士 東海大第二高 尾方　友彦 柳川高

16 10:00 阿部　剛丈 沖学園高 白坂　翔 本庄高 濱里　洋介 美来工科高 福田　貴紀 長崎日大高

17 10:08 垣花　俊亮 沖縄尚学高 岩本　辰徳 沖学園高 野元　貴弘 樟南高 林田　康宏 熊本学園大附属高

18 10:16 横山　昌弘 尚志館高 宮本　卓弥 大分高 江嶋　太志 柳川高 濱田　幸平 東海大第二高

19 10:24 江口　幸輝 沖学園高 黒木　孝之 東海大第二高 岩川　一紀 樟南高 中野　舞久 長崎日大高

20 10:32 手嶋　宗一朗 長崎日大高 永井　翔太郎 都城西高 松岡　勇作 沖学園高 並河　利隆 三陽高

（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。

　（６）　スタートの呼出しは一切行わないので、自分のスタート時間５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。

　（７）　女子の部・・・アウト１組～１０組　　　男子の部（１２～１４歳）・・・イン１組～１２組　　　男子の部（１５～１７歳）・・・アウト１１組～２１組・イン１３～２０組

　（５）　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。

　（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）または阿蘇ゴルフ倶楽部（０９６７－２４－５００１）に必ず連絡すること。

　　　 　また、九州ゴルフ連盟へ文書で報告すること。

　（３）　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。

　（４）　危険防止および日射病予防のため、プレー中は必ず帽子を着用すること。

第２５回  「九州ジュニアゴルフ選手権競技」 組合せ表
（第１日目）

　　　コ ー ス　： 阿蘇ゴルフ倶楽部

　　　開 催 日 ： 平成１７年７月２０日


