
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第２日目） 開 催 日 ： 平成１９年６月８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 清永　絢子 福岡大学 94 徳島　恵利香 福岡大学 105

2 8:07 田中　正孝 熊本学園大学 81 中川　守通 九州東海大学 81 大林　勇士 九州東海大学 82

3 8:14 佐藤　大樹 九州東海大学 80 満吉　康輔 九州東海大学 81 井野　洋輔 熊本学園大学 81

4 8:21 生野　元大 日本文理大学 80 石田　聖悟 福岡経済大学 80 山本　勇樹 九州東海大学 80

5 8:28 杉野　友信 熊本学園大学 79 深見　元貴 長崎国際大学 79 宮下　光太郎 福岡経済大学 79

6 8:35 後庵　隼敏 九州東海大学 78 中田　健太 福岡経済大学 78 岩川　一紀 長崎国際大学 79

7 8:42 角畑　賢太郎 福岡経済大学 77 上間　匡 九州東海大学 78 林　 　建佑 九州東海大学 78

8 8:49 手嶋　宗一朗 九州東海大学 76 濱永　繁志 九州東海大学 77 園上　健心 福岡経済大学 77

9 8:56 岩本　辰徳 九州東海大学 76 小濱　祐樹 長崎国際大学 76 木村　吉寿 福岡経済大学 76

10 9:03 花城　髙奈吏 福岡経済大学 74 平田　竜介 九州東海大学 75 又吉　拓之 沖縄国際大学 75

11 9:10 木原　勇也 福岡大学 72 藤井　勇 長崎国際大学 72 渡辺　陽平 福岡経済大学 73

12 9:17 小山　貢志郎 九州東海大学 70 仲西　盛弘 九州東海大学 70 仲村　譲二 長崎国際大学 71

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 上原　大典 長崎国際大学 82 井上　裕介 日本文理大学 83

2 8:07 郭　 　前峰 長崎国際大学 83 濱上　真友起 日本文理大学 83

3 8:14 石村　大輔 福岡経済大学 83 後潟　直道 九州東海大学 84 濱田　恵太 日本文理大学 84

4 8:21 草村　京佑 九州東海大学 84 朝生　翔太 日本文理大学 85 大西　宏樹 福岡経済大学 85

5 8:28 武元　大地 日本文理大学 85 中山　大輔 九州東海大学 86 木澤　圭介 九州東海大学 86

6 8:35 合原　英利 九州東海大学 86 若松　翔大 九州東海大学 87 千々岩　利晃 九州東海大学 87

7 8:42 佐野　徹 日本文理大学 88 清成　直之 福岡大学 88 酒井　康臣 九州東海大学 88

8 8:49 福地　貴志 沖縄国際大学 88 青木　信也 福岡大学 88 菅藤　創 福岡大学 90

9 8:56 廣底　佑太 福岡大学 90 垣花　俊 沖縄国際大学 90 小野　翔平 日本文理大学 90

10 9:03 長嶺　弘也 九州東海大学 92 梁井　竜輔 日本文理大学 93 米丸　和貴 鹿屋体育大学 93

11 9:10 立石　建太 福岡大学 94 吉永　昂史 日本文理大学 94 水田　一輝 長崎国際大学 98

12 9:17 岩本　隆義 日本文理大学 111 松岡　佑樹 熊本学園大学 121 高濱　達哉 熊本学園大学 143

（注）（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。

（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）に通知すること。、また競技当日の場合は

　　　 矢部ゴルフクラブ（０９６７-７５-０１２１）に必ず連絡すること。なお無届欠場の場合は次年度までの連盟主催競技の参加を認めない。

（３）　九州学生選手権（アウトコース２～１２組、インコース１～１２組）、九州女子学生競技（アウトコース１組）

（４）  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付近で待機すること。

（５）　危険防止および熱中症予防のため、プレー中は帽子を着用すること。　

競技委員長　　古 賀　秀 策

コ ー ス　： 矢部ゴルフクラブ

  　　　　 第２６回  「九州学生ゴルフ選手権競技」
第　６回  「九州女子学生ゴルフ競技」 組合せ表

１８ホール・ストロークプレー


