2017年西日本新聞社杯争奪九州学生ゴルフ選手権 組み合わせ
兼第36回九州学生ゴルフ選手権きょう
ルフ選手権競技予選会
後援：西日本新聞社
主催運営：九州学生ゴルフ連盟
期
日：平成29年4月29日 土曜日
土曜日 （祝・昭和の日）
場
所：若宮ゴルフクラブ
プレーの条件:大会競技規定第2項に準ずる。
OUT
7:14 川端 将也 （東海大③） 田中 健太郎（福岡大③） 本田 裕之 （九大④）
7:21 安部 勇希(日経大②）

清藤 瑠星 (九大２）

大塚 陸斗 （東海大③） 坂口 豊隆 （長国大③）

7:28 堀田 圭吾（福岡大②）

合掌 一貴（日経大④）

山本 世翔 (九大③）

7:35 脇坂 明伸 (九大④）

具志 僚士 (日経大 ③） 武本 淳之介（福岡大③） 平原 聖士 （西南大④）

安部 寛章 （長国大②）

7:42 柾木 浩太郎（福岡大③） 中嶋 優佑 （日文大②） 新垣 雄和 （日経大①） 續 裕大 （東海大③）
7:49 新城 北斗 (日経大④） 早田 貴洋 （長国大②） 山之内 公汰（福岡大②） 山田 竜義 （東海大②）
7:56 下田 洋介 （東海大④） 大輪 大 (日経大②）

中村 志凪 （東海大①） 関口 誠人 (九大③）

8:03 城後真太郎 （東海大①） 浜田 和也 (日経大②） 藤井 達希 (九大②）

山崎 聖月（長国大②）

8:10 松本 岳士 （環太大②） 吉田 祐貴 (日経大②） 三善 裕貴 (日経大④） 稲田 愛篤（東海大①）
8:17 松田 悠来 （日経大④） 大和 邦滉 （九大④）

酒匂 雅崇 （東海大④） 渡辺 義也 （東海大③）

8:24 山代 遼 (日経大④）

中川 拓哉 （長国大①） 合掌 正貴 （日経大①）

冨田 佑作 (九産大④）

8:31 吉元 大将 (日経大③） 岩本 慎作 （東海大①） 石井彰人 (九産大④）

菅 卓人 （東海大②）

IN
7:14 末田 猛留 （福岡大③） 島戸 圭太 （長国大①） 日名子瀬名 （日文大③）
7:21 末永 瑞希 （東海大①） 井上 雅智 （日文大②） 村井 龍嘉 （長国大①）
7:28 西田 洸史(九大②)

福田 圭輔 （長国大④） 梶川 洋昭 （福岡大②） 篠原 仕師命 （東海大①）

7:35 福本 純士郎 （九大③） 藤田 亜久里 (日経大②) 古賀 竜成 (福岡大③) 北川 和雅 (長国大④)
7:42 渡邊 弘泰 （長国大②） 宮川 勝己 （東海大②） 井上 真太郎 (九大③） 安部 修吾 (日経大②）
7:49 緒方 孔哉 (日経大③） 田中 恵太 （長国大②） 堂原 将道 （東海大②） 伊達 直生 （西南大②）
7:56 上原 大紀 (日経大③） 立岩 遼高 （福岡大②） 石本 頼我 （長国大②） 小松原弘行（東海大③）
8:03 谷口 政意 （長国大②） 坂本 隆一 （東海大②） 釘尾 圭佑 （東海大③） 市山 響 (日経大②）
8:10 嘉藤 奈那 （日経大④） 星子 優香 （東海大③） 山﨑 琉日 （福岡大④） 内田 百合菜（長国大③）
8:17 大庭 芽依（長国大①）

永野 杏奈 （東海大④） 日巻 那々恵（日文大②） 蔵座 一華（東海大①）

8:24 岩切 夏乃 （九保大②） 浪花 ひなた（福岡大②） 玉寄 妃那子（日経大③） 肥後 帆香（日文大②）
8:31 藤原 菜々 （日文大③） 松熊 理子 （日経大①）

中山 結愛 （長国大②）

奥泉 環 （日経大②）

諸注意
＊各選手スタートの10分前にはティーグラウンドに集合をお願いします
＊ルールブック2016年度版 （大学名、氏名を記入）、目土、グリーンフォークをスタート前に確認します
＊遅延プレーは絶対しないようにして下さい

競技委員長

九州学生ゴルフ連盟
武本 淳之介

