
馬場 健輔② 松島 生龍① 西田 卓司② 松本 大樹① 藤川 玲奈① 大賀 裕花① 田邊 凛羽② 吉岡 瑞葵①

福・大牟田 福・福岡第一 福・沖学園 大・大分 福・沖学園 熊・熊本国府 宮・日章学園 福・神村学園福岡学習Ｃ

林 寛太② 保科 太寿① 宮本 龍之介① 立石 将大② 岩永 実希② 小堀 愛海① 三宅 紗来② 有江 乙姫①

福・常　磐 福・沖学園 長・長崎明誠 福・沖学園 鹿・開　陽 福・沖学園 熊・熊本国府 福・福岡講倫館

後藤 樹生② 安河内 颯馬① 金子 舜② 豊田 篤弘② 古賀 衣桜② 大庭 亜子① 井手之上 華暖② 德安 春奈①

宮・宮崎日大 福・沖学園 福・若松商業 熊・熊本国府 熊・熊本国府 福・嘉　穂 鹿・樟　南 福・沖学園

石塚 祥利② 我如古 隼涼② 内村 咲太② 商崎 涼平② 松岡 仁美① 外園 莉々華② 満潮 一未② 橋口 星空①

福・沖学園 沖・興　南 宮・日章学園 鹿・鹿児島城西 福・常　磐 宮・日章学園 福・中村学園女子 鹿・鹿児島城西

長野 泰雅① 真木 光永① 上山 捷馬② 森薗 大河② 竹田 麗央① 岩﨑 星乃② 亀川 美羽① 速水 梨花②

福・沖学園 沖・興　南 宮・日章学園 鹿・鹿児島城西 熊・熊本国府 福・沖学園 宮・日章学園 熊・東海大星翔

田中 元基② 又吉 鷹丸① 韓 嘉希② 鶴見 優斗① 竹原 美悠① 白川 ほのか② 郡 萌衣奈① 大嶋 渚月②

福・沖学園 沖・興　南 宮・日章学園 鹿・鹿児島城西 熊・熊本国府 福・沖学園 宮・日章学園 熊・東海大星翔

重谷 大雅② 仲里 陽人① 枝川 吏輝② 田中 貫太① 山田 萌結① 山中 麻緒② 中原 碧望① 河上 紗彩①

福・沖学園 沖・興　南 宮・日章学園 福・福大付属大濠 熊・熊本国府 福・沖学園 宮・日章学園 熊・東海大星翔

櫻井 豪② 遠藤 崇真① 島戸 太一② 森満 裕貴① 吉川 維咲① 古殿 菜々美① 井元 咲希② 吉田 和奏②

長・長崎日大 鹿・樟　南 福・沖学園 宮・延岡学園 熊・熊本国府 福・沖学園 宮・日章学園 熊・東海大星翔

杉﨑 優人② 池田 拓史① 福田 健太② 伊澤 丈一郎② 上野 法華② 江川 琴実② 名嘉 千尋② 半田 純玲②

長・長崎日大 鹿・樟　南 福・沖学園 福・近大付属福岡 長・長崎日大 宮・宮崎日大 沖・興　南 福・福岡第一

富永 光② 八重倉 幸大② 田﨑 春樹① 内山 遥人② 櫻井 心那① 高原 花奈② 比嘉 里緒菜② 藤本 葵衣①

長・長崎日大 鹿・樟　南 福・沖学園 福・糸　島 長・長崎日大 宮・宮崎日大 沖・興　南 福・福岡第一

西山 銀二① 伊藤 健心① 中野 惠將② 石井 大聖① 松永 七海① 岩切 美空② 宮城 杏① 山内 あおい①

長・長崎日大 福・沖学園 福・嘉　穂 大・大分 長・長崎日大 宮・宮崎日大 沖・興　南 福・福岡第一

吉永 海斗② 野崎 雄飛① 河野 翔太② 古賀 信一郎② 増田 胡桃① 山元 佑里彩② 髙里 由貴子① 岩本 東子①

福・沖学園 熊・東海大星翔 福・沖学園 福・福岡第一 長・長崎日大 福・直　方 沖・沖縄カトリック 福・福岡第一

菰原 陽太① 秋花 フィニックス② 江藤 亮太① 下田 珠理① 橋口 璃子② 村上 楓香① 八川 可奈②

福・久留米 福・沖学園 熊・東海大星翔 熊・熊本国府 鹿・修学館 福・常　磐 福・筑紫女学園

宮本 あゆ② 山口 愛乃② 小浦 梓② 和泉 言実①

熊・熊本国府 福・筑紫女学園 宮・日章学園 福・沖学園

西川 穂乃香① 小原 ひらり② 藤本 彩① 末永 雪菜①

熊・熊本国府 福・沖学園 福・折　尾 佐・佐賀学園

松本 楓音② 大村 あい① 佐藤 麻衣華① 及川 弥緒里②

熊・熊本国府 福・雙　葉 福・沖学園 鹿・樟　南
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第３０回　九州高等学校ゴルフ選手権新人戦大会組み合わせ
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