
時間 部門 氏　　名 学年 氏　　名 学年 氏　　名 学年 氏　　名 学年

イトカズ　ヒロキ ヤマダ　ツバサ ヒガ　シュオン

糸数　大輝 山田　翼 比嘉　斗穏

ヨギ　ユメ ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｭｳﾉｽｹ イハ　フクタロウ キンジョウ　ユウ

與儀　夢 山本　龍之介 伊波　福太郎 金城　悠

ｲﾄｶｽﾞ　ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ナカソネ　リョウガ ヒガ　レオ ケイダ　コウスケ

糸数　丞太朗 仲宗根　諒翔 比嘉　玲王 慶田　康輔

サトウ　ミラー ﾅｶﾞﾐﾈ　ｶﾂﾀﾛｳ ゴヤ　ヨウセイ ヒガシオンナ　コウキ

佐藤　ミラー 長嶺　勝太朗 呉屋　陽星 東恩納　昊貴

アラカキ　ヨシカ ヤラ　ミユヒ モリシタ　カノン クラトウ　ミヅキ

新垣　快加 屋良　美夕陽 森下　佳音 藏當　望月

オオシロ　ユヅキ シマブクロ　アース キンジョウ　ユウリ

大城　優月姫 島袋　アース 金城　優利

ナカマ　ナユ シンジョウ　ミユウ キナ　ヒマリ オオシロ　セナ

名嘉真　なゆ 新城　未悠 喜納　一莉 大城　星七

オカダ　ユウリ タマキ　アカリ ヨシザキ　マーナ タマシロ　ゴウカ

岡田　優里 玉城　あかり 吉﨑　マーナ 玉城　豪華

ヒラナカ　アヤナ タカサト　マキコ アゲダ　アツキ ナカムラ　アズサ

平仲　朱那 高里　真貴子 阿慶田　愛月 仲村　梓

タナハラ　コハル ナカ　チカ アラカキ　クララ ミヤギ　ユウ

棚原　向春 名嘉　千翔 新垣　くらら 宮城　柚

ノハラ　ウェイド ナガドウ　ユノ ミヤギ　ジョセフ

野原　ウェイド 長堂　佑音 宮城　ジョセフ

シマジリ　カズサ ノハラ　ウォーレン ヨシザキ　カイト

島尻　一慧 野原　ウォーレン 吉﨑　カイト

時間 部門 氏　　名 学年 氏　　名 学年 氏　　名 学年 氏　　名 学年

ハマサト　ユウスケ アゲダ　カイセイ ナガドウ　ユウシ

濱里　友介 阿慶田　海星 長堂　佑思

クラトウ　ショウゴ クニヨシ　トシミツ タガワ　ハヤテ

藏當　正梧 国吉　俊光 田川　隼禎

ヒガ　イッシン コメス　キヨユキ ヒグチ　ダイヤ テルキナ　イチロ

比嘉　一心 米須　清幸 樋口　大弥 照喜名　一路

アラカキ　コウガ テルキナ　アサヒ ナカソネ　アキヒト イレイ　ユウ

新垣　凰賀 照喜名　朝昇 仲宗根　祥仁 伊禮　由

ツカハラ　マリカ ヨギ　コハル ハナシロ　ココ

塚原　茉里香 與儀　小桜 花城　来香

タマキ　ナミ タナハラ　ホナミ ヨコヤマ　サクラ

玉城　奈美 棚原　帆南 横山　さくら

スエヨシ　ワカナ ゴヤ　ココワ タワタ　リンカ

末吉　若菜 呉屋　心和 多和田　鈴花

ホカマ　ユイ イシハラ　ナギサ コシオカワ　セリ アグニ　リリア

外間　有衣 石原　渚裟 小潮川　せり 粟国　凛々亜

トリウチ　カイム タマシロ　ロウズ ヒガシオンナ　ヒロト

鳥内　海夢 玉城　羅澄 東恩納　大翔

シマブクロ　ヨシロウ ナカマ　メイ アラカキ　シンリ

島袋　義凰 名嘉真　萌衣 新垣　信莉

テルキナ　アシュウ トウヤマ　ヒマリ ゴヤ　モモコ イゲイ　リン

照喜名　朝友 當山　妃莉 呉屋　萌々子 伊藝　凛

※キャンセル等により直前まで変更が生じる場合があります。

2

14 9:44

15 9:52

12 9:28

13 9:36

9 9:04 小
学
校
低
学
年
混

成

小３ 小１ 小２

10 9:12 小２ 小３ 小３

11 9:20 小１ 小３ 小３ 小３

中１ 中２

8 8:56 中３ 中３ 中２ 中１

8:16 中２

4 8:24 中１ 中２ 中３ 中３

5 8:32

中
学
校
　
女
子

中１ 中１ 中２

6 8:40 中１ 中１ 中３

7 8:48 中１

2 8:08 小４ 小５ 小６ 小６

第12回　残波しおさいカップジュニアゴルフ大会　組合せ　（案）

OUTスタート（松コース）

1 8:00 小
学
校
高
学
年
男
子

小４ 小４ 小６

4 8:24 小５ 小４ 小５ 小５

3 8:16 小６ 小５ 小５ 小４

8:40 小６ 小４ 小４

5 8:32

小
学
校
高
学
年
女
子

小６ 小６ 小４ 小５
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8 8:56 小４ 小６ 小６ 小６

7 8:48 小４ 小６ 小６ 小４

10 9:12 小４ 小４ 小６ 小６

9 9:04 小６ 小６ 小５ 小６

12 9:12 小１ 小２ 小３

11 9:04
小
学
校
低
学

年
混
成

小２ 小２ 小３

14 9:44

13 9:36

ＩＮスタート（がじまるコース）

中３ 中１ 中１

15 9:52

1 8:00

中
学
校
　
男
子

中３ 中２ 中１

2 8:08 中２ 中３ 中２
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