
アウトスタート 小学校4年～6年の部（18H）

1 8:00 小薗　隼人 帯山西小 6年 荒木　清太郎 築山小 6年 西川　昊臣 長嶺小 6年

2 8:07 松岡　姫乃 大津小 6年 杉本 楓夏 力合小 6年 今村　おん 武蔵小 6年

3 8:14 後藤　彩吹 壺川小 6年 遠山　凛 出水小 6年 山本　彩葉 健軍小 6年 齋藤　陽彩 清水小 6年

4 8:21 藤木 桜 大江小 5年 山本　諒 池田小 5年 西田　鈴 飯塚鎮西 4年 渡邉　希音 楡木小 4年

アウトスタート　　中・高　女子の部

5 8:28 浦上　唯那 出水中 1年 長野 姫詩 龍田中 1年 川越　玲奈 京陵中 1年 落合　虹凪 錦ケ丘中 1年

6 8:36 小林 希紗姫 東部中 2年 坂田 亜瑚 真和中 2年 吉原 巴菜 出水南中 2年

7 8:44 太田　佳来 東部中 2年 上野 琴美 三角中 2年 楠本 真心 大矢野中 2年 小湊　鈴蘭 合志中 2年

8 8:52 本田 夢麗 長嶺中 3年 荒木　七海 玉名中 3年 田上　桜 菊池南中 3年

9 9:00 平川　響 出水南中 3年 元谷　理央 出水中 3年 藤田　美怜 大津北中 3年 豊田　ヒカル 玉名中 3年

10 9:08 河野 笑加 国府高 １年 上霞　希歩
東海大
星翔高

1年 楠本 心海
東海大
星翔高

1年

11 9:16 林　亜如華 国府高 2年 山本　愛弓 必由館高 2年 牟田 七生 国府高 3年 本田 彩蘭
東海大
星翔高

3年

アウトスタート　　中・高　男子の部

12 9:24 荒木　眞翔 武蔵ヶ丘中 1年 坂田 瑛汰 大津中 １年 久木元　孜羽 錦ケ丘中 2年

13 9:32 山崎 太喜 菊池南中 2年 渡邉 和勝 出水中 2年 山本　修迅 井芹中学校 2年

14 9:40 久我 健心 武蔵ケ丘中 3年 荒木　孝太 武蔵ヶ丘中 3年 永田 琉生 日吉中 2年

15 9:48 平野 秀也 東稜高 １年 入口 裕大
東海大
星翔高

１年 出田 蒼海
東海大
星翔高

1年 藤木　竜 文徳高 1年

16 9:56 冨田 大翔 国府高 1年 岡本 怜恩 国府高 2年 伊藤　将時 国府高 2年

17 10:04 西川　優臣 国府高 2年 木村 竜之助 国府高 2年 三宅　琉心 国府高 3年

18 10:12 豊田　真太郎 国府高 3年 古賀　翔瑛
東海大
星翔高

3年 村柗 陸 国府高 3年 宇佐美 仁 文徳高 3年

アウトスタート 小学校1年～3年の部（9H）

19 10:19 柴田　紳二郎
西合志
南小

3年 中原　さくら 山鹿小 3年 管　莉里 泗水小 2年 管　萌花 泗水小 2年

（１）欠場者があった場合は、組合せの一部が変更になる場合があります。

（２）病気、その他事由で欠席する場合は、事前に開催ゴルフ場（０９６７－３５－２１１１）に必ず連絡する事。

　　 無断欠席者は、来年度末までの熊本県ゴルフ協会主催競技に参加する資格を失うことがあります。
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