
　　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第２日目） 　　　開 催 日 ： 平成１９年７月２６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 氏      名 所      属 スコア  

1 7:30 栢木　卓哉 古蔵中 -1 92 金城　樹 高江洲中 -2 93 兼城　大 神原中 -2 99

2 7:38 加来　孔亮 沖学園中 -3 87 中村　宏樹 富野中 -2 88 岩尾　拓哉 中津中 -3 92

3 7:46 横山　京司 有明中 -1 85 前山　偉 沖学園中 -3 87 上畠　誠人 飯野中 -3 87

4 7:54 古達　琢也 川棚中 -2 83 寺本　拓矢 北部中 -3 83 冨田　海里 明豊中 -3 85 坂本　大知 北部中 -3 85

5 8:02 小原井　篤 小倉日新館中 -1 81 吉本　侑平 佐賀大付属中 -1 82 中島　邦宏 古賀東中 -2 82 横山　典央 有明中 -2 83

6 8:10 山根　翔平 琴海中 -3 81 池﨑　亘 帖佐中 -3 81 伊波　宏隆 古堅中 -2 81 友寄　隆登 普天間中 -2 81

7 8:18 坂牧　優太 沖学園中 -3 79 長野　広晃 友泉中 -2 80 小浦　和也 日向学院中 -3 80 坂牧　一静 沖学園中 -1 81

8 8:26 高江洲　信太郎 沖縄尚学附属中 -3 78 牛島　英軌 京陵中 -1 79 當真　航星 石嶺中 -1 79 宮城　充 寄宮中 -1 79

9 8:34 上原　良太 浦西中 -2 78 永井　貴之 城南中 -3 78 三重野　里斗 沖学園中 -1 78 重永　礼音 清水中 -2 78

10 8:42 大冝見　賢人 コザ中 -3 77 木村　健吾 御船中 -3 77 廣　　 和将 城北中 -2 77 光山　将 沖学園中 -3 78

11 8:50 豊見里　友作 北谷中 -2 75 植田　真太朗 沖学園中 -3 76 稲森　佑貴 松元中 -1 76 岩間　亮慶 井芹中 -3 76

12 8:58 時松　源藏 那珂川北中 -2 74 木下　康平 合志中 -1 75 山城　泰介 真和志中 -3 75 長谷川　祥平 沖学園中 -2 75

13 9:06 狩俣　昇平 コザ中 -3 72 徳山　雄大 沖学園中 -3 73 渡邊　剛志 沖学園中 -2 74 出水田　大二郎 鹿屋東中 -3 74

14 9:14 成松　亮介 宮崎日大高 -1 77 空　　 真一郎 長崎日大高 -2 77 安心院　雄大 大分高 -2 77

15 9:22 伊妻　恭平 大分高 -3 76 狩俣　慶大 柳川高 -3 76 吉村　明恭 菊池高 -2 77 儀保　和 首里高 -2 77

16 9:30 白水　将司 柳川高 -3 75 小林　丈大 沖学園高 -3 76 縄田　大地 樟南高 -2 76 本田　豪 熊本農業高 -3 76

17 9:38 梶原　英明 大分高 -2 75 鶴丸　裕太郎 柳川高 -3 75 岩坂　穣一郎 樟南高 -1 75 下松　友秀 長崎日大高 -3 75

18 9:46 山下　大介 長崎明誠高 -2 74 佐藤　和紀 沖学園高 -2 74 櫻井　崇弘 尚志館高 -2 74 岡部　大将 東海大付属第二高 -1 74

19 9:54 富村　真治 興南高 -2 72 松藤　健太 柳川高 -3 72 上畠　鳳人 宮崎日大高 -2 73 秋吉　翔太 樟南高 -2 74

20 10:02 尾方　友彦 柳川高 -3 69 辻丸　翔一 沖学園高 -2 71 小野　雅瑛 沖学園高 -1 71 鶴田　一成 沖学園高 -2 72

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 氏      名 所      属 スコア  

21 7:30 城間　絵梨 和白中 -2 88 大城　美南海 玉城中 -1 92 山下　愛 淵中 -3 102

22 7:38 水本　千聖 沖学園中 -3 86 溝川　あや 宮崎日大高 -2 87 永里　美奈実 第一鹿屋中 -2 87

23 7:46 大城　ちはる 三和中 -3 84 福崎　まりな 和田中 -2 85 吐師　穂奈美 飯野中 -3 85

24 7:54 吉本　舞 柳川高 -2 82 塩月　洋子 大分高 -2 82 吉村　美重 菊池高 -3 82 小西　葵 沖学園中 -3 83

25 8:02 林　　 真緒 沖学園高 -1 81 長野　玖美 沖学園高 -1 81 松本　梨菜 五霊中 -2 81 益田　栞 藤園中 -3 81

26 8:10 西　　 美貴子  - 79 千葉　絵里加 東海大付属第二高 -1 80 松下　彩里衣 鹿屋中 -2 80 与那覇　未来 沖縄尚学高 -1 80

27 8:18 福田　真未 沖学園中 -3 79 山村　彩恵 友泉中 -3 79 森長　真理子 沖縄尚学高 -3 79 宮田　東奈 東海大付属第二高 -2 79

28 8:26 与那嶺　真代 本部高 -2 78 田口　晴菜 長嶺中 -2 78 澤田　沙都子 琉球大付属中 -3 78 小竹　莉乃 東海大付属第二高 -1 79

29 8:34 仲村渠　円 本部高 -2 77 荒井　舞 沖学園高 -1 77 松岡　未紗 東海大付属第二高 -2 77 加賀其　真美 沖学園高 -1 77

30 8:42 比嘉　真美子 本部中 -2 76 東原　侑香 沖学園高 -3 76 黒石　沙也佳 柳川高 -3 76 枝尾　あかね 東海大付属第二高 -3 77

31 8:50 島田　朋美 沖学園高 -3 73 豊永　志帆 東海大付属第二高 -2 74 竹村　春風 東海大付属第二高 -2 74 牧野　満里花 クラーク記念国際高 -1 75

32 8:58 小宮　満莉花 沖縄尚学高 -2 70 香妻　琴乃 鹿屋東中 -3 72 大城　さつき 沖縄尚学高 -3 72 垣花　彩那 本部高 -2 72

33 9:06 伊良部　裕馬 宮古高 -3 77 並河　利隆 三陽高 -3 78 中野　大介 福岡第一高 -3 78

34 9:14 柴田　求仁貴 沖学園高 -1 78 松岡　聖道 沖学園高 -1 78 通事　享康 名護商業高 -3 78

35 9:22 玉城　優馬 興南高 -3 79 永谷　啓輔 柳川高 -3 79 成松　慶太 宮崎日大高 -3 79 大城　康孝 沖縄尚学高 -1 79

36 9:30 勝田　崇博 秀岳館高 -3 79 春山　雄星 東海大付属第二高 -3 80 堀田　光将 東海大付属第二高 -1 81 嘉数　光倫 名護高 -3 82

37 9:38 藤光　大輔 三養基高 -2 82 橋口　雄太 長崎日大高 -1 83 吉田　幸之介 長崎日大高 -1 83 寺﨑　祐策 有田工業高 -2 84

38 9:46 阿部　敬太 沖学園高 -2 84 松田　潤一 普天間高 -2 84 財前　俊克 龍谷高 -1 84 安永　大地 鳥栖工業高 -3 85

39 9:54 河野　恭太 大分高 -2 85 鈴木　将太 柳川高 -3 88 菅　　 祥司 大分高 -3 88 玉城　大地 首里東高 -1 88

40 10:02 与古田　将司 興南高 -3 90 濱永　知明 宇佐高 -3 92 林田　康宏 熊本学園大付属高 -3 92 中沢　祐介 明豊高 -2 93

（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（０９７－５８３－０３６３）に必ず連絡すること。

　　　 　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）　危険防止および熱中症予防のため、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。

　（５）　男子の部（１５～１７歳）・・・アウト１４組～２０組・イン３３～４０組　　　男子の部（１２～１４歳）・・・アウト１組～１３組　　　女子の部・・・イン２１組～３２組

第２７回  「九州ジュニアゴルフ選手権競技」 組合せ表

　　　コ ー ス　： 大分サニーヒルゴルフ倶楽部

１８ホール・ストロークプレー　


