
　　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第１日目）
アウト（杵島） 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 宮本　亜依 八代南高-3 宮澤　亜衣 宮崎日大高-1 古波蔵　希 興南中-1

2 8:08 豊永　志帆 東海大付属第二高-3 長野　玖美 沖学園高-2 大城　ちはる 沖縄尚学高-1 向江　舞華 鹿屋中-3

3 8:16 竹村　春風 東海大付属第二高-3 与那覇　未来 沖縄尚学高-2 徳永　琴 沖学園中-3 新海　美優 賀来中-1

4 8:24 垣花　彩那 本部高-3 今村　真由美 浮羽究真館高-3 二保　友里惠 柳川高-2 城間　絵梨 沖学園中-3

5 8:32 比嘉　真美子 本部中-3 宮田　東奈 東海大付属第二高-3 知念　梨沙 北谷中-1 佐伯　朱音 沖学園中-1

6 8:40 澤田　沙都子 興南高-1 山里　愛 沖縄尚学高-2 福崎　まりな 和田中-3 竹村　心映 東野中-1

7 8:48 荒井　舞 沖学園高-2 木村　紀子 門司北高-3 吉本　舞 柳川高-3 大城　美南海 玉城中-2

8 8:56 小宮　満莉花 沖縄尚学高-3 長岡　美波 尚志館高-1 益田　栞 東海大付属第二高-1 井上　りこ 香椎第二中-3

9 9:04 牧野　満里花 クラーク記念国際高-2 福山　恵梨 沖学園高-1 西原　千草 長崎日大高-1 山城　奈々 仲西中-3

10 9:12 加賀其　真美 沖学園高-2 溝川　あや 宮崎日大高-3 千葉　絵里加 東海大付属第二高-2 倉田　珠里亜 有明中-3

11 9:20 与那嶺　真代 本部高-3 松岡　未紗 東海大付属第二高-3 吐師　穂奈美 日章学園高-1 小山　さゆり 松ヶ江中-3

12 9:28 香妻　琴乃 日章学園高-1 山口　春歌 沖縄尚学高-2 山村　彩恵 沖学園高-1 田口　晴菜 長嶺中-3

13 9:36 西　　 美貴子 - 高本　未稀 千原台高-1 仲村渠　円 本部高-3 永里　美奈実 第一鹿屋中-3

14 9:44 梶原　英明 大分高-3 中嶋　勇太 柳川高-3 町田　尚陽 首里高-2

15 9:52 岡部　大将 東海大付属第二高-2 玉城　幸弥 真和志高-2 戸伏　高明 - 大古場　諒 沖学園高-1

16 10:00 辻丸　翔一 沖学園高-3 境　　 翔吾 樟南高-2 小野　琢史　 大分高-2 狩俣　昇平 柳川高-1

17 10:08 秋吉　翔太 樟南高-3 冨永　大誠 東海大付属第二高-2 松雪　聡史 九州産業大付属高-2 福崎　宏隆 沖学園高-1

18 10:16 松岡　聖道 沖学園高-2 黒川　幸也 大分高-3 永井　貴之 修猷館高-1 小浦　和也 日章学園高-1

19 10:24 富村　真治 興南高-3 寺﨑　祐策 有田工業高-3 屋良　太章 前原高-1 徳山　雄大 沖学園高-1

20 10:32 佐藤　和紀 沖学園高-3 堀田　光将 東海大付属第二高-2 比嘉　洋貴 本部高-1 冨田　海里 明豊高-1

イン（中岳） 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  

21 8:00 重永　礼音 清水中-3 中山　龍馬 日章学園中-2 宮城　涼 豊見城中-2 永本　健人 日佐中-3

22 8:08 横山　典央 有明中-3 平良　航太郎 船浦中-3 八板　志好 高須中-2 長浜　辰起 松島中-1

23 8:16 大城　絃　 伊江中-3 今福　宇輝人 香椎第三中-2 三重野　里斗 沖学園中-2 坂牧　一静 沖学園中-2

24 8:24 藤田　英幸 沖学園中-3 香妻　陣一朗 日章学園中-2 辻丸　龍之介 武雄中-2 大城　秀斗 豊見城中-2

25 8:32 中村　宏樹 富野中-3 上原　良太 浦西中-3 長野　広晃 友泉中-3 照屋　佑唯智 山内中-1

26 8:40 渡邊　剛志 沖学園中-3 福満　聖士 長嶺中-3 池村　寛世 志布志中-1 比嘉　一貴 具志川中-1

27 8:48 豊見里　友作 北谷中-3 伊差川　紘治 名護中-3 木下　康平 合志中-2 長田　真矩 緑ヶ丘中-2

28 8:56 時松　源藏 那珂川北中-3 伊波　宏隆 古堅中-3 和田　章太郎 百道中-1 吉本　侑平 佐賀大付属中-2

29 9:04 長谷川　祥平 沖学園中-3 古達　琢也 川棚中-3 仲村　春之介 コザ中-2 黒木　紀至 高鍋東中-3

30 9:12 稲森　佑貴 松元中-2 緒方　美輝 梅林中-3 横山　京司 有明中-2 古謝　良弥 伊波中-1

31 9:20 山口　裕介 波佐見中-3 中島　邦宏 古賀東中-3 松田　康佑 羽地中-2 福田　圭輔 川棚中-1

32 9:28 崔　　 燦 明豊中-3 兼城　大 神原中-3 千葉　蒼隼 穴生中-1 瀬戸　友哉 沖学園中-3

33 9:36 島袋　遼 高江洲中-3 阿部　泰治 古賀東中-3 衛藤　拓海 王子中-2 牛島　英軌 京陵中-2

34 9:44 藤光　大輔 三養基高-3 西本　拓貴 柳川高-3 秀島　寛臣 沖学園高-1

35 9:52 櫻井　崇弘 尚志館高-3 橋口　雄太 長崎日大高-2 柴田　求仁貴 沖学園高-2

36 10:00 鶴田　一成 沖学園高-3 大石　領太 大分高-3 出水田　大二郎 樟南高-1 木村　健吾 東海大付属第二高-1

37 10:08 上畠　鳳人 宮崎日大高-3 渡真利　健人 豊見城高-2 中島　大介 大分高-2 光山　将 沖学園高-1

38 10:16 小野　雅瑛 沖学園高-2 山下　洋宙 東海大付属第二高-3 森　　 勇人 名護高-1 池﨑　亘 樟南高-1

39 10:24 山下　大介 長崎明誠高-3 清水　賢人 日章学園高-2 岩間　亮慶 沖学園高-1 秋山　卓也 福岡第一高-1

40 10:32 吉村　明恭 菊地高-3 岩井　駿 沖学園高-2 山本　純也 長崎日大高-1 上畠　誠人 日章学園高-1

（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（0967-24-5001）に必ず連絡すること。

　　　 　また、文書で九州ゴルフ連盟事務局へ報告すること。  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）　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。

　（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。

　（６）　男子の部（１５～１７歳）・・・アウト１４組～２０組・イン３４～４０組　　　男子の部（１２～１４歳）・・・イン２１組～３３組　　　女子の部・・・アウト１組～１３組　　　

競技委員長　　古 賀  秀 策

第２８回  「九州ジュニアゴルフ選手権競技」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

　　　開 催 日 ： 平成２０年７月２３日

　　　コ ー ス　： 阿蘇ゴルフ倶楽部


