
　 　 と　き：2023年1月5日（木）

ところ：小郡カンツリー倶楽部

　☎　：0942-75-4181

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

（県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年）

11 シモノホリ　コウタ 12 ヒル　キョウヘイウイリアム 13 モリタ　コウセイ 1011 オカバヤシ　ユノ 1012 スギモト　フウカ 1013 ヤマニシ　リンカ

下ノ堀　功太 ヒル　杏兵ウイリアム 森田　紘生 岡林　優和 杉本　楓夏 山西　凜花

21 ゴトウ　リクト 22 ミヤモト　ジュニ 23 ナガセ　タクミ 24 オオツボ　アユト 1021 ヤタニ　アヤカ 1022 ニシダ　リン 1023 イマムラ　オン 1024 シモノ　モモカ

後藤　陸步 宮本　洵維 長瀬　巧 大坪　歩叶 矢谷　彩華 西田　鈴 今村　おん 下野　桃花

31 スギモト　ショウ 32 ウエハラ　カズマ 33 イトウ　リク 34 タケムラ　リュウセイ 1031 ニシヤマ　リン 1032 フジキ　サクラ 1033 トダ　アヤナ 1034 タテイシ　セラ

杉本　翔 上原　一真 伊藤　陸 武村　龍征 西山　凜 藤木　桜 戸田　彩愛 立石　惺愛

41 ヒロキ　ナオト 42 ミヤモト　エイジュ 43 カノウ　リョウ 1041 ハマヤマ　ミホ 1042 シマダ　モミジ 1043 ズシ　ノノカ 1044 ゴトウ　ニイナ

廣木　直翔 宮本　瑛樹 叶　遼 濵山　扇帆 嶋田　もみじ 図師　和乃佳 後藤　新菜

51 タナカ　タイキ 52 コゾノ　ハヤト 53 サノ　ユウラ 54 タナカ　トウゴウ 1051 ゴトウ　イブキ 1052 トダ　マナカ 1053 アリタ　マオ

田中　大貴 小薗　隼人 佐野　祐空 田中　登剛 後藤　彩吹 戸田　愛香 有田　茉央

61 タムラ　ヒロ 62 ババ　ヤスタカ 63 チヂワ　アユム 64 ノト　ソウイチロウ 1061 シラサカ　ユナ 1062 ワタナベ　キイ 1063 ミウラ　ノア 1064 カワセ　サクラ

田村　比呂 馬場　康誉 千々和　歩夢 納戸　蒼一郎 白坂　優奈 渡邉　希音 三浦　望愛 川瀬　さくら

71 タナカ　タイセイ 72 ヒライ　ケント 73 エダ　イト 1071 アンドウ　キヌ 1072 ミヤハラ　ヒロム 1073 キタムラ　ハナ 1074 イナダ　ハナ

田中　大晴 平井　健登 江田　伊兎 安藤　絹 宮原　大舞 北村　芭生 稲田　巴菜

81 イノウエ　オオリ 82 イデリハ　コウタロウ 83 ヨシマツ　コウキ 84 コウ　フク 1081 カトウ　リリカ 1082 ユアサ　ホノカ 1083 ハヤシ　マアヤ

井上　大鳳 出利葉　煌太郎 吉松　功輝 洪　富 加藤　りりか 湯浅　穂花 林　真綾

91 オオマチ　シンタロウ 92 カノウ　シン 93 ムラタ　トウジ 94 イナダ　ケンシン 1091 コミナト　レイラ 1092 カワベ　ヒナタ 1093 ミヤノ　ハンナ 1094 ヒライ　アイカ

大町　晋太郎 叶　震 村田　統児 稲田　堅心 小湊　鈴蘭 川部　日向 宮野　絆央 平井　愛華

101 ナカウエ　リョウマ 102 ユアサ　ユウダイ 103 エダ　リュウキ 104 ナカマ　リキ 1101 イノウエ　ラニィ 1102 ヨシマツ　スズナ 1103 コウ　トク 1104 フジキ　キョウカ

中上　遼真 湯浅　優大 江田　龍生 中間　理稀 井上　來虹 吉松　鈴梨 洪　德 藤木　杏圭

111 ヨシナガ　キョウイチロウ 112 ハナダ　コウノスケ 113 イムラ　ヤマト 114 ヤマサキ　タイキ 1111 マルオ　シイナ 1112 ヒグチ　ココ 1113 クロキ　タカラ 1114 ミヤゾノ　ユリナ

吉永　匡一郎 花田　幸之助 井村　大和 山崎　太喜 丸尾　海七 樋口　瑚子 黒木　宝 宮園　ゆりな

121 ヤマサキ　ヨシヤ 122 カン　クサ 123 カトウ　レン 124 ハマウズ　イッキ 1121 ナカマ　リオ 1122 タノウエ　サクラ 1123 スザキ　ヒヨリ 1124 タカサト　マキコ

山崎　義也 姜　久史 加藤　蓮 濱渦　一輝 中間　理桜 田上　桜 須崎　日愛 高里　真貴子

1131 ヒロヨシ　ユリナ 1132 トクシゲ　アオ 1133 クロキ　ユメ 1134 カナイ　サラサ

廣吉　優梨菜 徳重　藍 黒木　夢 金井　更紗

　※大会受付は午前6時30分から行います。

　※大会当日は、受付時に検温をいたしますので、時間に余裕をもってご来場ください。また高速道路、周辺道路の渋滞にご注意ください。

　※欠席者が出た場合など、組み合わせ及びスタート時間を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

　※欠場の場合は、必ずスポーツニッポン新聞社［TEL.０６－６３４６－８５２２・土、日、祝日、年末年始(12/29～1/3)を除く午前１０時～午後７時］、　もしくは、コース［TEL.０９４２－７５－４１８１］まで連絡してください。

12 9:17 24 9:17

(福岡・杷木❷） (福岡・思永❸） (大分・当仁❶） (福岡・沖学園❶）

(宮崎・赤江❷） (佐賀・龍谷❸） (宮崎・大王谷学園❸） (山口・高川学園❶）

(福岡・沖学園❷） (福岡・日章学園❸） (福岡・稲築東❷） (福岡・西南学院❸）

25 9:24

(福岡・折尾❶） (大分・大分❷） (宮崎・大王谷学園❷） (福岡・沖学園❷）

(福岡・西南学院❸） (熊本・菊池南❸） (福岡・沖学園❶） (沖縄・沖縄カトリック❸）

(熊本・合志❸） (大分・大分❶） (長崎・立淵❷） (福岡・筑紫女学園❷）

(福岡・南薫❹） (福岡・大谷❹） (大分・日出❻）

11 9:10 23 9:10

(福岡・洞北❸） (福岡・熊西❶）

10 9:03 22 9:03

(広島・西条❶） (福岡・春日東❷） (福岡・壱岐丘❷） (福岡・西南学院❶）

(福岡・柏原❷） (熊本・菊池南❷）

(福岡・西高宮❻） (福岡・皿倉❻） (佐賀・五町田❻） (福岡・粕屋中央❹）

(宮崎・恒久❺） (熊本・楡木❹） (大分・鴛野❺） (福岡・西戸崎❺）

9 8:56 21 8:56

(福岡・舞鶴❶） (福岡・原❷）

8 8:49 20 8:49

(福岡・上陽北ぜい学園❻） (福岡・片江❺） (福岡・須恵二❺） (福岡・稲築東❺）

(福岡・守恒❶） (福岡・沖学園❶）

(熊本・壺川❻） (福岡・青葉❻） (大分・西の台❺）

(福岡・福岡城南❻） (福岡・碓井❹） (宮崎・那珂❻） (鹿児島・国分北❺）

7 8:42 19 8:42

(福岡・ひびきの❻） (福岡・秋月❺）

6 8:35 18 8:35

(福岡・福岡教大付福岡❺） (鹿児島・丹波❺） (福岡・八児❺） (佐賀・弥生が丘❹）

(福岡・壱岐南❺）

(長崎・猪調❻） (熊本・大江❺） (福岡・青葉❹） (福岡・朝倉東❻）

(福岡・荒木❻） (福岡・飯塚鎮西❹） (熊本・武蔵❻） (鹿児島・宮脇❹）

5 8:28 17 8:28

(福岡・鳴水❹） (熊本・帯山西❻）

4 8:21 16 8:21

(佐賀・神埼❻） (福岡・白水❺） (福岡・姪浜❹）

(福岡・原田❻） (福岡・ひびきの❹）

3 8:14 15 8:14

(鹿児島・吉野東❻） (鹿児島・鹿児島大教附❹）

2 8:07 14 8:07

(鹿児島・国分北❻） (福岡・白水❺） (福岡・春日西❹） (福岡・北野❹）

(福岡・飯塚❻） (鹿児島・鹿児島大教附❹）

第20回 TSURUYA CUP スポニチジュニアゴルフチャレンジ

＜九州大会＞

【小学生男子⇒中学生男子】アウト(西)⇒イン(東) 【小学生女子⇒中学生女子】アウト(南)⇒イン(西)

(福岡・香椎東❹） (山口・吉部❺） (熊本・力合❻） (長崎・黒髪❹）

組 時間 組 時間

1 8:00 13 8:00

(鹿児島・清水❻） (長崎・九州文化学園❹）


