
九州ゴルフ連盟創立４０周年記念

第４回  「九州小学生ゴルフ大会」 組合せ表
１８ホール・ストロークプレー　

　　主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

　　開 催 日 ： 平成２２年７月２１日

杵島（アウト）コース 　　コ ー ス　： 阿蘇ゴルフ倶楽部

組 スタート 氏      名 学　校　名 氏      名 学　校　名 氏      名 学　校　名 氏      名 学　校　名  

1 7:30 河野　賢亮 青木　尉 髙栁　知希

2 7:38 増田　湧希 古賀　隆介 牛島　海斗 下地　琢史

3 7:46 山内　南雲 竹内　魁 山本　世那 山村　龍央

4 7:54 芹澤　慈眼 金城　五貴 菰田　泰成 田中　健太

5 8:02 吉行　直人 宇野　泰成 村上　颯汰 林田　卓也

6 8:10 寺﨑　憲治郎 山本　竜也 黒田　泰生 宮城　斗樹

7 8:18 中橋　隆慶 島戸　圭太 伊禮　海夏太 小林　忍

8 8:26 渡邊　莉久 篠原　剛 池田　悠希 安藤　将暉

9 8:34 徳田　祐也 稲田　愛篤 宮城　慎太郎 亀川　優太

10 8:42 清水　大成 岩本　慎作 松尾　泰志 上原　大成

11 8:50 富本　虎希 篠原　仕師命 宮本　光剛 西田　龍一

12 8:58 井戸川　純平 澤村　悠希 外間　昂汰 中川　拓哉

13 9:06 岡本　達朗 石橋　蓮 長田　啓渡 甲斐　慶喜

14 9:14 鶴久　慧 嘉数　彗悟 間柄　両真 守口　隼佑

外輪（イン）コース 

組 スタート 氏      名 学　校　名 氏      名 学　校　名 氏      名 学　校　名 氏      名 学　校　名  

15 7:30 永野　さくら 嘉陽　舞希子 菊池　花音 岩切　小春

16 7:38 宮崎　舞 永吉　ひな花 千葉　華 前田　夕月

17 7:46 田中　瑞希 後藤　未有 仲吉　佑美香 神谷　咲来

18 7:54 勝　　 みなみ 阪口　慧 柳井　紗奈 金城　茉南

19 8:02 天本　遥香 菊池　玲花 新垣　比菜 沖中　仁美

20 8:10 松尾　奏 稲田　涼 四位　美森 金城　愛佳

21 8:18 三浦　桃香 小川　夢子 北岡　麻貴 長瀬　すみれ

22 8:26 近藤　真生 矢野　萌々 坂本　由香 金城　和歌奈

23 8:34 大里　桃子 一松　紅実 川村　李咲 園田　あみ

24 8:42 藤田　葵 江藤　美玖 比嘉　瑞姫 有馬　花依

25 8:50 石塚　祥利 枝川　吏輝 若山　歩夢

26 8:58 佐藤　輝 堤　　 姫乃 田﨑　春樹

27 9:06 立石　将大 河野　あずみ 黒島　永裕 二見　佑之輔

28 9:14 山本　しおり 仲田　葵 間柄　智詞 佐藤　美優

29 9:22 内田　夢乃 田村　幸太郎 百武　歩美 金城　羽矢斗

30 9:30 後藤　大生 河東　格司 久保山　小梅 河本　留奈

31 9:38 高江洲　琉生 出利葉　太一郎 葛城　優花 坂田　一騎

32 9:46 西田　卓司 内藤　滉人 山口　泰知 北岡　直樹

（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）　４年～６年（男子）・・・杵島　１組～１４組　　（女子）・・・外輪　１５組～２４組　　　　　１年～３年（男女）　外輪　２５組～３２組　　

　（６）　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。

　（７）　開会式には必ず出席すること。

競技委員長　　古 賀  秀 策

福岡海星女子学院附属小-5 吉野小-4 西門司小-5

長与小-5 大野島小-6 春竹小-6 平良第一小-4

赤江小-6 片江小-6 泊小-6 穴生小-4

東庄内小-5 諸見小-5 清里小-6 萱瀬小-6

高城小-6 笹丘小-6 太田郷小-4 吉田小-5

百道浜小-6 三佐小-5 慶徳小-5 大里南小-6

和田小-4 折尾東小-6 安慶田小-6 西戸崎小-5

春日南小-6 飯田小-5 港小-4 北方小-5

中山小-6 芦屋小-6 琉球大附属小-5 長崎大教育学部附属小-4

福岡海星女子学院附属小-6 長嶺小-6 菰田小-6 伊波小-6

琉球大附属小-6 飯田小-6 築城小-6 花高小-5

吾田小-4 宮竹小-6 普天間第二小-5 小石小-6

田迎小-4 長峰小-6 与那原小-6 八児小-5

荘島小-4 壺屋小-6 湯浦小-5 志井小-5

ﾘﾝﾃﾞﾝﾎｰﾙｽｸｰﾙ小-6 高江洲小-6 長嶺小-6 一ヶ岡小-6

徳力小-6 生目小-6 高良小-5 豊岡小-6

桜木東小-6 城野小-4 仲井真小-6 高良内小-5

名山小-6 赤江小-5 新宮小-6 神原小-6

水城小-6 長嶺小-6 兼原小-6 真城小-6

高木瀬小-5 宮崎西小-4 須恵第三小-6 安謝小-6

小戸小-6 立花小-6 白山小-6 椎田小-6

自由ヶ丘南小-6 加納小-5 長洲小-4 西崎小-5

南関第一小-6 井野小-6 北玉小-6 松岡小-6

南丘小-6 築山小-6 東小-5 春日原小-5

東月隈小-2 広安西小-2 山田小-2

下郡小-3 南風小-2 小ヶ倉小-1

須恵第三小-2 中央小-3 嘉数小-3 東方小-3

三佐小-3 琉球大附属小-3 湯浦小-3 二日市東小-3

別府小-3 判田小-3 兵庫小-3 本部小-2

三重東小-3 赤江小-3 清水小-3 尾ノ上小-3

諸見小-3 片江小-3 安心院小-3 桜木東小-3

原田小-2 野津小-3 大園小-3 中山小-3


