
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第２日目） 開 催 日 ： 平成１８年６月９日

アウト 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  

1 8:00 西上原　豪 第一経済大学 85 廣　興助 第一経済大学 85

2 8:07 長嶺　弘也 九州東海大学 84 又吉　拓之 沖縄国際大学 84 角畑　賢太郎 第一経済大学 85

3 8:14 小濱　祐樹 長崎国際大学 84 後庵　隼敏 九州東海大学 84 上村　雄基 第一経済大学 84

4 8:21 黄本　弘盛 長崎国際大学 83 藤本　浩司 西日本工業大学 83 菅藤　　創　 福岡大学 84

5 8:28 木村　吉寿 第一経済大学 83 上間　　匡 九州東海大学 83 岩本　辰徳 九州東海大学 83

6 8:35 朝生　翔太 日本文理大学 81 後潟　直道 九州東海大学 81 中山　大輔 九州東海大学 82

7 8:42 濱上　真友起 日本文理大学 80 安藤　有一 第一経済大学 80 中田　健太 第一経済大学 80

8 8:49 山本　勇樹 九州東海大学 79 渡辺　陽平 第一経済大学 79 池田　佑介 第一経済大学 80

9 8:56 小川　一真 第一経済大学 78 松田　優二 第一経済大学 78 原口　真一 長崎国際大学 79

10 9:03 上原　大典 長崎国際大学 78 田口　英章 第一経済大学 78 坂元　太施 第一経済大学 78

11 9:10 深見　元貴 長崎国際大学 77 手嶋　宗一朗 九州東海大学 77 濱永　繁志 九州東海大学 78

12 9:17 満吉　康輔 九州東海大学 76 木原　勇也 福岡大学 77 槙　清裕 南九州大学 77

13 9:24 佐藤　大樹 九州東海大学 73 田村　三成 九州東海大学 74 花城　髙奈史 第一経済大学 75

14 9:31 小山　貢志郎 九州東海大学 72 宮下　光太郎 第一経済大学 72 工藤　亜沙希 第一経済大学 73

イン 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  

1 8:00 管　悠香里 熊本学園大学 86 徳島　恵利香 福 岡 大 学 101 清永　絢子 福 岡 大 学 106

2 8:07 青山　加織 九州東海大学 73 川原　怜子 九州東海大学 77 田中　美弥子 九州東海大学 85

3 8:14 大矢　貴之 福岡大学 129 松岡　佑樹 熊本学園大学 133

4 8:21 中潟　　崇 福岡大学 120 林　　輝 第一経済大学 123 金城　慶輔 崇城大学 126

5 8:28 黒部　一道 鹿屋体育大学 115 牛津　　亨 福岡大学 119 羽田　佳史 鹿屋体育大学 119

6 8:35 井上　裕介 日本文理大学 103 川原　裕貴 日本文理大学 103 荒木　　亮 西日本工業大学 104

7 8:42 藤崎　恭平 九州産業大学 98 小久保　浩嗣 西日本工業大学 99 上江洲　正樹 日本文理大学 100

8 8:49 瓜生　大雅 福岡大学 96 武元　大地 日本文理大学 97 吉野　誠宗 南九州大学 97

9 8:56 野本　周資 九州東海大学 93 杉野　友信 熊本学園大学 94 廣底　佑太 福岡大学 96

10 9:03 米丸　和貴 鹿屋体育大学 92 片渕　将陛 福岡大学 93 北口　淳一朗 福岡大学 93

11 9:10 中川　守通 九州東海大学 89 田中　正孝 熊本学園大学 91 林　建佑 九州東海大学 91

12 9:17 大西　宏樹 第一経済大学 88 濱田　恵太 日本文理大学 88 梁井　竜輔 日本文理大学 89

13 9:24 井野　洋輔 熊本学園大学 86 柴崎　博文 崇城大学 87 佐藤　政樹 福岡大学 88

14 9:31 上原　元秀 名桜大学 85 富永　隆一 日本文理大学 85 酒井　康臣 九州東海大学 86

（注）

  第２５回  「九州学生ゴルフ選手権競技」
第　５回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表

１８ホール・ストロークプレー

コ ー ス　： 臼杵カントリークラブ

　（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
　　　 　（０９７２－６５－３１３１）に必ず連絡すること。また、九州学生ゴルフ連盟を通じて文書で事務局へ報告すること。

　（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）　九州学生選手権・・・アウト　１組～１４組、イン３組～１４組　　　九州女子学生選手権・・・イン　１組～２組


