
主    催  ： 九州ゴルフ連盟 

（第２日目） 開 催 日 ： 平成２３年６月９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 立山　博基 東海大学 -3 84 永井　貴之 九州大学 -1 85

2 8:07 土井　博喜 日本経済大学 -1 83 山下　能望 熊本学園大学 -2 84 馬場　慎司 東海大学 -2 84

3 8:14 岡本　一崇 名桜大学 -3 83 中川原　大樹 日本経済大学 -4 83 比嘉　徳俊 琉球大学 -2 83

4 8:21 西　悠太 日本経済大学 -1 82 杝　　 将実 九州大学 -4 82 木村　健吾 東海大学 -1 83

5 8:28 大古場　諒 日本経済大学 -1 81 阿部　敬太 日本経済大学 -3 82 桜井　崇弘 東海大学 -3 82

6 8:35 中野　舞久 長崎国際大学 -3 80 石原　太一 東海大学 -1 81 伊妻　恭平 東海大学 -4 81

7 8:42 堀田　光将 東海大学 -4 79 境　　 翔吾 長崎国際大学 -2 80 上畠　誠人 東海大学 -1 80

8 8:49 上畠　鳳人 東海大学 -3 78 松本　丞 日本経済大学 -2 79 屋比久　恭平 長崎国際大学 -1 79

9 8:56 寺本　拓矢 東海大学 -1 77 濱永　知明 福岡大学 -4 78 玉城　優馬 日本経済大学 -4 78

10 9:03 町田　尚陽 日本経済大学 -2 76 本田　豪 東海大学 -4 77 西　　 瑞樹 日本経済大学 -1 77

11 9:10 山下　大介 長崎国際大学 -3 76 秀島　寛臣 長崎国際大学 -1 76 伊良部　裕馬 日本経済大学 -4 76

12 9:17 乾　　 裕樹 日本経済大学 -3 75 玉城　幸弥 日本経済大学 -2 75 池亀　一広 日本経済大学 -1 75

13 9:24 今村　勇貴 日本経済大学 -1 73 小栁　拓也 長崎国際大学 -2 74 通事　享康 日本経済大学 -4 74

14 9:31 並河　利隆 日本経済大学 -4 71 柴田　求仁貴 日本経済大学 -2 72 嘉数　光倫 東海大学 -4 73

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

15 8:00 山下　愛 日本経済大学 -1 93 鳥部　美希 日本経済大学 -1 102

16 8:07 小西　朝香 日本経済大学 -1 89 下地　里枝 名桜大学 -1 91

17 8:14 長谷部　久美 福岡大学 -4 85 園上　愛 日本経済大学 -1 87 中村　詩織 名桜大学 -1 88

18 8:21 小西　葵 日本経済大学 -1 74 東　　 葵 熊本県立大学 -2 79 伊覇　一希 日本経済大学 -3 79

19 8:28 荒巻　健 長崎国際大学 -4 85 桃原　研吾 沖縄国際大学 -4 85 小澤　貴範 西南学院大学 -4 86

20 8:35 前山　偉 東海大学 -1 87 桑原　孝彰 名桜大学 -4 87 松山　大介 西南学院大学 -3 87

21 8:42 佐藤　太昭 日本経済大学 -2 87 渡真利　健人 沖縄国際大学 -2 88 久保山　奎吾 長崎国際大学 -1 89

22 8:49 上野　慎平 日本経済大学 -2 90 濱田　幸平 熊本学園大学 -4 90 山田　太一 東海大学 -2 92

23 8:56 扇　　 真之介 福岡大学 -3 93 冨永　大誠 東海大学 -2 93 田中　雅一 九州大学 -3 94

24 9:03 安心院　雄大 福岡大学 -3 95 松本　圭介 熊本学園大学 -4 96 秋本　隆太 福岡大学 -3 97

25 9:10 川端　良 熊本学園大学 -1 98 松本　洋典 琉球大学 -2 102 松島　徳寿 九州産業大学 -4 104

26 9:17 髙井　惇 琉球大学 -3 106 鳥越　洋明 福岡大学 -3 106 松島　崇憲 西南学院大学 -3 117

27 9:24 石村　雅大 琉球大学 -1 120 庄司　健一 九州産業大学 -4 124 山下　恵次郎 福岡大学 -4 133

28 9:31 大野　孝太 熊本学園大学 -3 134 棟形　公紀 九州産業大学 -4 156 原田　俊幸 九州産業大学 -2 156

（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（092-434-5501）に文書で通知すること。また、競技当日の場合は

　　　大村湾カントリー倶楽部（0957-55-3131）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）  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。

（４）　九州学生選手権（１～１４組、１９～２８組）　　九州女子学生選手権（１５～１８組）

１８ホール・ストロークプレー

　 第１０回  「九州女子学生ゴルフ選手権競技」 組合せ表

コ ー ス　： 大村湾カントリー倶楽部　ニューコース

第３０回  「九州学生ゴルフ選手権競技」　

競技委員長　　塚 根　卓 弥


