
　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第２日目）
杵島（アウト） コース

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 大古場　諒 沖学園高 -2 77 堀田　光将 東海大付属第二高 -3 78 森　　 勇人 名護高 -2 78

2 7:38 玉城　幸弥 真和志高 -3 76 柴田　求仁貴 沖学園高 -3 76 中島　大介 大分高 -3 77 中島　邦宏 柳川高 -1 77

3 7:46 大冝見　賢人 柳川高 -2 75 中村　宏樹 九州国際大付属高 -1 75 小野　琢史 大分高 -3 76 伊差川　紘治 本部高 -1 76

4 7:54 境　　 翔吾 樟南高 -3 75 上野　慎平 沖学園高 -3 75 狩俣　昇平 柳川高 -2 75 坂牧　優太 沖学園高 -2 75

5 8:02 成松　亮介 宮崎日大高 -3 74 橋口　雄太 長崎日大高 -3 74 岩井　駿 沖学園高 -3 74 岩永　マンド ﾌｪｻﾞｰﾃﾞｭｰﾅｽﾒﾓﾘｱﾙ -2 74

6 8:10 豊見里　友作 柳川高 -1 73 時松　源藏 沖学園高 -1 73 岩間　亮慶 沖学園高 -2 74 永井　貴之 修猷館高 -2 74

7 8:18 岡部　大将 東海大付属第二高 -3 72 出水田　大二郎 樟南高 -2 72 山城　泰介 開邦高 -2 72 山本　純也 長崎日大高 -2 73

8 8:26 松岡　聖道 沖学園高 -3 71 岩坂　穣一郎 樟南高 -3 71 池亀　一広 種子島中央高 -2 71 上畠　誠人 日章学園高 -2 72

9 8:34 倉本　賢也 本郷中 -1 89 岩本　泰祐 長嶺中 -3 92 滝口　雅雄 潮平中 -2 94

10 8:42 山城　圭介 真和志中 -1 86 中島　章 古賀東中 -2 87 古川　太城 沖学園中 -3 87 池田　将大 宮崎日大中 -2 88

11 8:50 秦　　 凜太郎 朝日中 -3 84 横山　京司 細山田中 -3 84 山﨑　圭 有明中 -1 84 島﨑　康一 西陵中 -2 86

12 8:58 荒牧　直道 春日南中 -1 83 尾上　来斗 出水中 -2 83 原　　 成八 川棚中 -1 84 上原　大紀 伊波中 -1 84

13 9:06 長田　真矩 緑丘中 -3 82 福田　圭輔 川棚中 -2 82 宮川　勝大 鹿屋東中 -2 82 當真　航星 石嶺中 -3 83

14 9:14 松田　輝希 古堅中 -3 80 石塚　祥成 沖学園中 -2 80 上原　吉貴 あげな中 -3 81 成冨　晃広 大原中 -3 82

15 9:22 仲村　春之介 コザ中 -3 79 久貝　英 富江中 -2 80 外間　睦常 コザ中 -3 80 谷川　大地 赤江中 -1 80

16 9:30 尾﨑　秀平 日章学園中 -3 77 和田　章太郎 百道中 -2 78 梶原　正吾 西南学院中 -1 78 川満　浩太郎 石垣第二中 -2 78

17 9:38 中山　龍馬 日章学園中 -3 76 宮城　充 寄宮中 -3 76 大城　秀斗 豊見城中 -3 76 大嶺　元規 宜野座中 -3 77

18 9:46 木下　康平 合志中 -3 74 牛島　英軌 京陵中 -3 75 三重野　里斗 沖学園中 -3 75 小原井　篤 小倉日新館中 -3 76

19 9:54 千葉　蒼隼 穴生中 -2 71 比嘉　一貴 具志川中 -2 74 辻丸　龍之介 武雄中 -3 74 衛藤　拓海 王子中 -3 74

20 10:02 香妻　陣一朗 日章学園中 -3 69 稲森　佑貴 松元中 -3 70 坂牧　一静 沖学園中 -3 70 吉本　侑平 佐賀大付属中 -3 71

中岳（イン） コース               

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 大城　絃 本部高 -1 86 山崎　湧介 大分工業高 -3 88 植田　真太朗 沖学園高 -2 90

22 7:38 寺本　拓矢 東海大付属第二高 -2 83 矢辺　聖也 大分高 -1 84 山根　翔平 西彼農高 -2 84 岩尾　拓哉 大分高 -2 86

23 7:46 小野　雅瑛  - 83 下村　仁 沖学園高 -3 83 下松　一樹 長崎日大高 -3 83 山口　裕介 長崎日大高 -1 83

24 7:54 徳田　翼 前原高 -2 82 玉城　大地 首里東高 -3 82 比嘉　竜斗 読谷高 -1 83 冨永　大誠 東海大付属第二高 -3 83

25 8:02 緒方　美輝 沖学園高 -1 81 加来　孔亮 福智高 -2 81 秀島　寛臣 沖学園高 -2 81 崔　　 燦 明豊高 -1 81

26 8:10 秋山　卓也 福岡第一高 -2 78 川端　良 佐賀商業高 -2 78 西　　 瑞樹 鹿児島工業高 -3 79 上原　良太 興南高 -1 79

27 8:18 牧野　満里花 ドリームプラネット -3 81 永里　美奈実 日章学園高 -1 82 長岡　美波 熊本国府高 -2 82 福井　美香 神崎清明高 -2 93

28 8:26 杉本　知亜紀 松橋高 -2 77 水本　千聖 沖学園高 -2 78 比嘉　奈津美 コザ高 -1 78 嘉陽　与希子 具志川高 -1 81

29 8:34 城間　絵梨 沖学園高 -1 76 福崎　まりな 樟南高 -1 76 長野　玖美 沖学園高 -3 76 山村　彩恵 沖学園高 -2 77

30 8:42 林　　 真緒 沖学園高 -3 76 山口　春歌 沖縄尚学高 -3 76 倉田　珠里亜 樟南高 -1 76 大城　ちはる 沖縄尚学高 -2 76

31 8:50 大山　亜由美 樟南高 -1 74 加賀其　真美  - 74 西原　千草 長崎日大高 -2 75 田口　晴菜 東海大付属第二高 -1 75

32 8:58 与那覇　未来 沖縄尚学高 -3 72 千葉　絵里加 東海大付属第二高 -3 73 宮澤　由衣 宮崎日大高 -1 73 荒井　舞 沖学園高 -3 73

33 9:06 福山　恵梨 沖学園高 -2 66 比嘉　真美子 本部高 -1 68 山里　愛 沖縄尚学高 -3 70 山城　奈々 浦添高 -1 70

34 9:14 山下　胡桃 沖学園中 -2 84 伊波　杏莉 古堅中 -2 85 小林　瑞歩 折尾愛真中 -3 92 原園　夏海 清水中 -2 92

35 9:22 宮﨑　乙実 江南中 -2 82 岸川　菜月 三重中 -3 84 宮城　茉希 神森中 -2 84 渡名喜　祐佳 嘉手納中 -3 84

36 9:30 渕野　ひかる 賀来小中 -1 80 知念　梨沙 北谷中 -2 81 饒平名　まなみ 本部中 -3 81 篠原　真里亜 沖学園中 -1 82

37 9:38 種子田　香夏 多々良中 -2 78 野口　彩未 江南中 -2 79 鈴木　愛沙美 沖学園中 -2 79 権藤　可恋 香楠中 -2 79

38 9:46 竹村　心映 東野中 -2 77 古波蔵　希 興南中 -2 77 濵本　賢実 隼人中 -3 77 堀　　 亜梨紗 大津中 -2 77

39 9:54 柏原　明日架 東大宮中 -2 75 山内　日菜子 日章学園中 -1 76 佐伯　朱音 沖学園中 -2 76 杉本　美樹 豊野中 -3 77

40 10:02 三ヶ島　かな 須恵中 -1 73 秋山　真凜 福岡国際学園中 -1 74 新海　美優 賀来小中 -2 74 大城　美南海 玉城中 -3 74

（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、学校を通じて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）　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）　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１０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　（１２～１４歳）・・・杵島 ９組～２０組　　（１５～１７歳）・・・杵島 １組～８組　・　中岳 ２１組～２６組　

　　　　女子の部　（１２～１４歳）・・・中岳 ３４組～４０組　　（１５～１７歳）・・・中岳 ２７組～３３組

競技委員長　　古 賀  秀 策

第２９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２１年７月２４日

  　コ ー ス　： 阿蘇ゴルフ倶楽部


