
オフィスバークレーＣＵＰ

第7回ＴＫＵジュニアゴルフ選手権　組合せ表（第２日目）
期　日 令和3年8月13日（金）

アウトスタート 会　場 熊本空港カントリークラブ

組 時間 選手氏名 学校名 スコア 選手氏名 学校名 スコア 選手氏名 学校名 スコア 選手氏名 学校名 スコア

小学生

1 7:04 荒木　眞翔 菊陽西小学校 47 後藤　彩吹 壺川小学校 47 田村　比呂
福岡教育大学附属
福岡小学校 47 須﨑　日愛

福岡市立平尾小学
校 47

2 7:12 坂田　瑛汰 大津小学校 43 宮本　洵維
福岡県春日市立白
水小学校 43 廣木　直翔

佐賀県神埼市立神
埼小学校 43 林田　聖也

北九州市立吉田小
学校 42

3 7:20 保科　翔太 長崎市立桜町小学
校 42 長野　姫詩 龍田西小学校 41 後藤　陸歩

鹿児島県霧島市立
国分北小学校 41 花田　幸之助

北九州市立筒井小
学校 40

4 7:28 三明　優太 福岡市立玄洋小学
校 40 大町　晋太郎

福岡市立舞鶴小学
校 38 平田　兼慎

学校法人延岡学園
尚学館小学校 37 井上　大鳳

八女市立上陽北汭
学園 36

中高女子

5 7:36 岩波　藍 沖学園高等学校 43 井上　來虹 隆徳館中学校 43 本田　彩蘭
東海大学付属熊本
星翔高等学校 43 小堀　未愛 沖学園高等学校 43

6 7:44 中畑　愛子 福岡市立百道中学
校 43 本田　夢麗 長嶺中学校 43 元谷　理央 出水中学校 43 蛯原　陽菜

福岡市立舞鶴中学
校 42

7 7:52 藤本　彩 福岡市立折尾高等
学校 42 内藤　舞美 大分高等学校 42 古殿　菜々美 沖学園高等学校 41 河野　咲愛 沖学園高等学校 41

8 8:00 松田　桃 東部中学校 41 和泉　眞奈 日章学園高等学校 41 小湊　鈴蘭 合志中学校 41 東家　春奈 熊本国府高等学校 40

9 8:08 松﨑　咲弥 鹿児島県立開陽高
等学校 40 三明　桜子 沖学園高等学校 40 石原　沙季

東海大学付属熊本
星翔高等学校 40 河野　るい

吉用学園柳ヶ浦高
等学校 40

10 8:16 益永　彩未 大分高等学校 40 葭岡　ほのか 日章学園高等学校 39 山中　梨緒
佐賀龍谷学園龍谷
高等学校 39 長尾　小百合

ルネサンス大阪高
等学校 38

11 8:24 羽田　菜々夏 大分高等学校 38 渡部セリーヌ清香 尚絅高等学校 37 中原　碧望 日章学園高等学校 37 叶　結衣 沖学園中学校 36

中高男子

12 8:32 末次　史弥 沖学園高等学校 42 船本　夏生 沖学園高等学校 42 秋高　大旺 日章学園高等学校 42 小野　翼 沖学園中学校 42

13 8:40 久木元　孜羽 錦ケ丘中学校 41 上山　虎雅 日章学園高等学校 41 堀本　祐希 東陵高等学校 41 木村　竜之助 国府高等学校 41

14 8:48 後根　愛斗 福岡市立早良中学
校 41 松井　優 福岡第一高等学校 40 外輪　獅童

長崎市立小島中学
校 40 木村　智哉

福岡市立志賀中学
校 39

15 8:56 島津　健太郎 長崎日本大学高等
学校 39 呉　越謙

福岡市立長丘中学
校 39 山下　竜弥 沖学園高等学校 39 三宅　琉心 熊本国府高等学校 38

16 9:04 冨田　大翔 熊本国府高等学校 38 世良　博 福岡第一高等学校 38 林　駿馬 日章学園高等学校 38 後藤　颯太 沖学園高等学校 38

17 9:12 大坪　耀 福岡第一高等学校 37 藤井　太己
長崎日本大学高等
学校 36 林田　直也 沖学園高等学校 35 有薗　純

鹿児島県立開陽高
等学校 35

インスタート

組 時間 選手氏名 学校名 スコア 選手氏名 学校名 スコア 選手氏名 学校名 スコア 選手氏名 学校名 スコア

小学生

1 7:04 中山　裡日 帯山小学校 104 浦上　誠晃 慶徳小学校 68 小薗　隼人 帯山西小学校 64

2 7:12 浦上　唯那 砂取小学校 60 山本　彩葉 健軍小学校 59 杉本　楓夏 力合小学校 58 川越　玲奈 壺川小学校 58

3 7:20 横山　頼 福岡市立北崎小学
校 56 上山　向日葵

宮崎市立檍北小学
校 55 田中　大晴

北九州市立ひびき
の小学校 53 宮本　瑛樹

福岡県春日市立白
水小学校 53

4 7:28 杉野　惣一 砂取小学校 51 加藤　蓮
福岡市立南当仁小
学校 51 保科　沙輝

長崎市立桜町小学
校 50 藤本　南々子 長崎南山小学校 48

中高女子

5 7:36 宮﨑　芙和里 託麻中学校 55 野満　俐乃
福岡市立元岡中学
校 53 重谷　花乃

福岡市立片江中学
校 51

6 7:44 上霞　希歩 合志中学校 51 吉原　巴菜 出水南中学校 50 日髙　璃奈
宮崎県立富島高等
学校 50

7 7:52 徳重　藍 大分中学校 49 北村　舞
長崎大学教育学部
附属中学校 49 黒木　宝

宮崎県日向市立大
王谷学園中等部 47

8 8:00 上村　麗子 日章学園高等学校 47 落合　虹凪 錦ケ丘中学校 47 神道　優奈
福岡市立高宮中学
校 47 和泉　言実 沖学園高等学校 47

9 8:08 長井　萌愛 沖学園高等学校 47 山内　あおい 福岡第一高等学校 46 平川　響 出水南中学校 46 金堂　麗李 沖学園中学校 44

10 8:16 河上　紗彩 東海大学付属熊本
星翔高等学校 44 河野　笑加 京陵中学校 44 小西　優恵 日章学園高等学校 44 上野　琴美 三角中学校 44

11 8:24 宮野　絆央 長崎市立淵中学校 44 下田　珠理 熊本国府高等学校 44 林　亜如華 熊本国府高等学校 44 小堀　愛海 沖学園高等学校 44

中高男子

11 8:32 渡邊　和勝 出水中学校 59 永田　琉生 日吉中学校 56 熊谷　槙斗
福岡市立姪浜中学
校 55

12 8:40 荒木　孝太 武蔵ヶ丘中学校 54 山本　武蔵 沖学園中学校 52 入口　裕大
東海大学付属熊本
星翔高等学校 52 出田　蒼海 日吉中学校 52

13 8:48 藤木　竜 熊本大学附属中学
校 51 里　海舟

長崎日本大学高等
学校 51 山崎　太喜 菊池南中学校 49 岡本　怜恩 熊本国府高等学校 47

14 8:56 山川　雄太郎 沖学園高等学校 46 久我　健心 武蔵ヶ丘中学校 46 西嶋　元風
福岡市立平尾中学
校 45 伊藤　将時 熊本国府高等学校 44

15 9:04 三明　蓮 福岡市立玄洋中学
校 43 秋山　隆之介 日章学園高等学校 43 野崎　雄飛

東海大学付属熊本
星翔高等学校 42 古賀　翔瑛

東海大学付属熊本
星翔高等学校 42

注意事項

（１）スタート３０分前には受付を済ませてください。

（２）上記の参加者に欠場者があった場合は、組合せの一部を変更する事がある。

（３）病気、その他事故等により欠席する場合は、事前に熊本空港カントリークラブ（０９６－２３２－０１２３）に必ず連絡すること。


