
コスギ不動産スポーツスペシャル�第26回KABジュニアゴルフ選手権�2日目（7／31）�組合せ 期�日 期�日

会�場 会�場

組 時間 選手名 フリガナ 所属校 学年 学校所在地 選手名 フリガナ 所属校 学年 学校所在地 選手名 フリガナ 所属校 学年 学校所在地 選手名 フリガナ 所属校 学年 学校所在地

1 7:30 石井�大聖 イシイ�タイセイ 大分高 高1 大分 林�寛太 ハヤシ�カンタ 常磐高 高2 福岡 長野�泰雅 ナガノ�タイガ 沖学園高 高1 福岡 伊澤�丈一郎 イザワ�ジョウイチロウ 近畿大学附属福岡高 高2 福岡
2 7:38 遠藤�崇真 エンドウ�タカマサ 樟南高 高1 鹿児島 伊藤�将時 イトウ�マサトキ 西合志南中 中2 熊本 下園�航太 シモゾノ�コウタ 小倉高 高1 福岡 田中�元基 タナカ�モトキ 沖学園高 高2 福岡
3 7:46 横山�翔伍 ヨコヤマ�ショウゴ ヒメギ�姫城中 中3 宮崎 山田�玄彩 ヤマダ�ゲンサイ 長崎東高 高3 長崎 保科�太寿 ホシナ�タイジュ 沖学園高 高1 福岡 豊田�真太郎 トヨダ�シンタロウ 玉名中学校 中3 熊本
4 7:54 古賀�翔瑛 コガ�ショウエイ 錦中 中3 熊本 内村�咲太 ウチムラ�ショウタ 日章学園高 高2 宮崎 村松�陸 ムラマツ�リク 武蔵ヶ丘中 中3 熊本 内藤�滉人 ナイトウ�ヒロト 大分高 高3 大分
5 8:02 田中�貫太 タナカ�カンタ 福大大濠高 高1 福岡 森満�裕貴 モリミツ�ユウキ 延岡学園高 高1 宮崎 後藤�大生 ゴトウ�ダイキ 沖学園高 高3 福岡 豊田�篤弘 トヨダ�アツヒロ 熊本国府高 高2 熊本
6 8:10 冨田�大翔 トミタ�ヒロト 二岡中 中2 熊本 林田�直也 ハヤシダ�ナオヤ 沖学園中 中3 福岡 中野�惠將 ナカノ�ケイショウ 嘉穂高 高2 福岡 古川�創大 フルカワ ソウタ 日章学園中 中3 宮崎
7 8:18 後藤�颯太 ゴトウ�ソウタ 沖学園高 高1 福岡 平井�伸乃輔 ヒライ�シンノスケ 熊本国府高 高3 熊本 石塚�祥利 イシヅカ�ショウリ 沖学園高 高2 福岡 出利葉�太一郎 イデリハ�タイチロウ 沖学園高 高3 福岡

8 8:26 緒方�菜摘 オガタ�ナツミ 熊本国府高 高3 熊本 冨永�幸来 トミナガ�ユキナ 熊本国府高 高3 熊本 下田�珠理 シモダ�ジュリ 熊本国府高 高1 熊本 吉川�維咲 ヨシカワ�イサキ 熊本国府高 高1 熊本
9 8:34 速水�梨花 ハヤミ�リンカ 東海大星翔高 高2 熊本 内藤�舞美 ナイトウ�マミ 大分中 中3 大分 長尾�小百合 ナガオ�サユリ 長嶺中 中3 熊本 平野�玲 ヒラノ�レイ 鏡中 中3 熊本

10 8:42 渡部�セリーヌ�清香 ワタナベ�セリーヌ�サヤカ 尚絅中 中2 熊本 上村�麗子 ウエムラ�レイコ 津奈木中 中2 熊本 林�亜如華 ハヤシ�アニカ 二岡中 中2 熊本 大賀�裕花 オオガ�ヒロカ 熊本国府高 高1 熊本
11 8:50 大窪�桃花 オオクボ�モモカ 熊本国府高 高3 熊本 村田�可朋 ムラタ�カホ 西原中 中2 熊本 東家�春奈 トウヤ�ハルナ 下益城城南中 中3 熊本 末永�萌夏 スエナガ�モカ 熊本国府高 高3 熊本
12 8:58 荒木�優奈 アラキ�ユウナ 玉名中 中2 熊本 益永�彩未 マスナガ�アミ 大分中 中2 大分 古賀�衣桜 コガ�イイサ 熊本国府高 高2 熊本 濵屋�心実 ハマヤ�ココミ タニヤマ�谷山中 中2 鹿児島

13 9:06 伊東�海太 イトウ�シイタ ����ヨシノ�大分・吉野小 小5 大分 黒木�愛斗 クロギ�アイト ヒライワ�平岩小中学校 小5 宮崎 西山�こころ ニシヤマ�ココロ 川上小 小6 熊本 川部�日向 カワベ�ヒナタ オシノ�鴛野小 小4 大分
14 9:14 松下�可育 マツシタ�カナリ 龍田小 小5 熊本 林田�万輪 ハヤシダ�マリン 西合志南小 小5 熊本 小湊�鈴蘭 コミナト�レイラ 南ヶ丘小 小6 熊本 本田�夢麗 ホンダ�ムウル 長嶺小 小6 熊本
15 9:22 豊田�ヒカル トヨダ�ヒカル 築山小 小6 熊本 荒木�七海 アラキ�ナナミ 築山小 小6 熊本 黒木�慎之介 クロギ�シンノスケ ヒライワ�平岩小中学校 小6 宮崎 柳井�洸祐 ヤナイ�コウスケ ミナミノツ�南野津小 小6 大分

＊閉会式は午後3時30分を予定しています。必ず全員主席して下さい。
＊大会当日、欠場者があった場合は、一部変更する事があります。
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コスギリゾート�阿蘇ハイランドゴルフコース
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コスギ不動産スポーツスペシャル�第26回KABジュニアゴルフ選手権�2日目（7／31）�組合せ 期�日 2019/7/30-7/31

会�場 コスギリゾート�阿蘇ハイランドゴルフコース

注意：�INスタートの方はスタート15分前にカート置き場にお集まり下さい。

組 時間 選手名 フリガナ 所属校 学年 学校所在地 選手名 フリガナ 所属校 学年 学校所在地 選手名 フリガナ 所属校 学年 学校所在地 選手名 フリガナ 所属校 学年 学校所在地

16 7:30 小田�寛人 オダ�ヒロト 宇土高 高2 熊本 田川�隼禎 タガワ�ハヤテ リョクフウガクエン�緑風学園久志中 中2 沖縄 長尾�一輝 ナガオ�カズキ 長嶺中 中1 熊本 米須�清幸 コメス�キヨユキ リョクフウガクエン�緑風学園久志中 中3 沖縄
17 7:38 西川�優臣 ニシカワ�ユウシン 長嶺中 中2 熊本 園田�剛士 ソノダ�タケシ 東稜高 高2 熊本 濵山�文飛 ハマヤマ�フミタカ 福岡・城南中 中3 福岡 三宅�琉心 ミヤケ�リュウシン 合志中 中3 熊本
18 7:46 江上�敦哉 エガミ�アツキ 大分中 中1 大分 福留�響 フクドメ�ヒビキ 大分中 中3 大分 小櫻�陸 コザクラ�リク 大分高 高3 大分 伊東�渚 イトウ�ナギサ 大分中 中2 大分
19 7:54 古賀�信一郎 コガ�シンイチロウ 福岡第一高 高2 福岡 平野�秀也 ヒラノ�シュウヤ 託麻中 中1 熊本 吉永�海斗 ヨシナガ�カイト 沖学園高 高2 福岡
20 8:02 出田�蒼海 イデタ�アオシ 日吉中 中1 熊本 津崎�洋輔 ツザキ�ヨウスケ 開新高 高2 熊本 前田�響樹 マエダ�ヒビキ 錦ヶ丘中 中1 熊本

21 8:10 三宅�紗来 ミヤケ�サラ 熊本国府高 高2 熊本 佐藤�来春 サトウ�コハル 大分中 中3 大分 遠藤�由菜 エンドウ�ユイナ 川内中央中 中1 鹿児島 松本�楓音 マツモト�カノン 熊本国府高 高2 熊本
22 8:18 大嶋�渚月 オオシマ�ナツキ 東海大星翔高 高2 熊本 森田�莉央 モリタ�リオ 沖学園中 中2 福岡 羽田�菜々夏 ハダ�ナナカ 大分中 中2 大分 川﨑�燦 カワサキ�サン 熊本国府高 高3 熊本
23 8:26 小櫻�咲 コザクラ�サキ 大分中 中3 大分 葭岡�ほのか ヨシオカ�ホノカ 八代市立第六中 中2 熊本 西川�穂乃香 ニシカワ�ホノカ 熊本国府高 高1 熊本 石原�沙季 イシハラ�サキ 出水南中 中2 熊本
24 8:34 吉武�凜 ヨシタケ�リン 日章学園中 中1 宮崎 河上�紗彩 カワカミ�サヤ 東海大星翔高 高1 熊本 河野�咲愛 カワノ�サエ 香椎第三中 中3 福岡 松田�桃 マツダ�モモ 東部中 中1 熊本
25 8:42 福山�由萌 フクヤマ�ユメ 鹿児島・清水中 中1 鹿児島 益永�理央 マスナガ�リオ 大分中 中3 大分 矢野�絢花 ヤノ�アヤカ 日章学園中 中1 宮崎
26 8:50 池下�由梨亜 イケシタ�ユリア 御船中 中1 熊本 河野�笑加 カワノ�エミカ 京陵中 中1 熊本 久和�萌 クワ�メイ 宇土中 中2 熊本

27 8:58 谷住�太陽 タニズミ�タイヨウ 西原小 小6 熊本 田上�桜 タノウエ�サクラ 隈府小 小6 熊本 永田�琉生 ナガタ�ルイ 日吉小 小5 熊本 上野�琴美 ウエノ�コトミ セイカイ�青海小 小6 熊本
28 9:06 坂田�亜瑚 サカタ�アコ 大津小 小5 熊本 野尻�莉子 ノジリ�リコ 大野南小 小6 福岡 長野�姫詩 ナガノ�ヒナタ 龍田西小 小4 熊本 西川�昊臣 ニシカワ�コウシン 長嶺小 小3 熊本
29 9:14 尾田�柚季 オダ�ユズキ 大津小 小5 熊本 戸島�アレクサンドル�優 トジマ�アレクサンドル�ユウ 福岡・日吉小 小5 福岡 渡邊�和勝 ワタナベ�カズマサ 白山小 小5 熊本

＊閉会式は午後3時30分を予定しています。必ず全員主席して下さい。
＊大会当日、欠場者があった場合は、一部変更する事があります。
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