
東コース【高校男子（東→西）・中学女子：東（in）→南（out）】

組 時間 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名

1 7:00 松田　夏月輝 大阪 大阪桐蔭① 関本　琉志 兵庫 滝川第二② オティエノ　志音 大阪 大阪学院① 仁木　翼 奈良 奈良育英②

2 7:07 寺澤　凌輝 大阪 大阪学院② 浅田　力 兵庫 滝川第二② 佐光　獅士 大阪 大阪桐蔭① 東堤　爽太朗 奈良 奈良育英②

3 7:15 林　稜雅 大阪 大阪桐蔭① 高山　寿輝 兵庫 甲南② 奥川　大誠 大阪 興國① 平根　佳亮 奈良 奈良育英①

4 7:22 大谷　翼 大阪 大阪桐蔭② 上岡　脩季 兵庫 甲南② 大野　気哉希 大阪 興國② 源　桂祐 奈良 奈良育英②

5 7:30 角江　勇稀 大阪 立命館守山② 大塚　麻生 兵庫 滝川第二① 奥野　竜司 大阪 大阪学院② 中西　伶 奈良 奈良育英①

6 7:37 尾原　優翔 大阪 大阪桐蔭① 西村　政宏 兵庫 甲南① 山野　蒼真 大阪 大阪学院② 藪　凌一 奈良 奈良育英②

7 7:45 白野　柚稀 大阪 興國① 高本　真成 兵庫 滝川第二① 丘　伍恭 大阪 近大附① 光田　隼平 大阪 大阪学院①

8 7:52 杉原　亜規 大阪 大阪桐蔭② 木村　志音 兵庫 神崎② 安富　寛晟 大阪 近大附① 仮屋　天太 大阪 大阪学院②

9 8:00 皿木　大智 大阪 興國① 広山　功喜 兵庫 滝川第二② 永美　礼至 大阪 大阪学院② 辻上　翔眞 大阪 大阪桐蔭①

10 8:07 東野　秀馬 大阪 興國① 上野　愉仁 兵庫 西脇② 井上　和輝 大阪 近大附① 中村　惠登 大阪 大阪桐蔭②

11 8:15 石原　龍之介 大阪 大阪桐蔭① 庄内　太我 大阪 大阪学院② 中井　健翔 大阪 近大附① 池内　煌斉 京都 京都成章①

12 8:22 井上　耕太朗 大阪 大阪桐蔭② 原　匠生 滋賀 立命館守山② 升田　大吾 大阪 興國② 北田　智大 京都 洛北①

13 8:30 寺山　晴登 大阪 関大一① 川﨑　日向汰 兵庫 関西学院② 名越　大地 大阪 大産大附① 足立　拓海 京都 立命館②

14 8:37 小林　匠 大阪 大阪学院② 馬場　治至 兵庫 滝川第二① 椋本　頼樹 大阪 興國② 飯室　清春 京都 京産大附属②

15 8:45 伊藤　悠成 大阪 大阪学院② 小林　拓矢 兵庫 報徳学園① 浅香　諒 大阪 近大附② 木村　太紀 京都 同志社国際②

16 8:52 山本　紋大 大阪 興國① 阿部　英彦 兵庫 甲南① 市川　和武 大阪 大阪学院① 豊島　由樹也 奈良 奈良育英①

17 9:00 河野　通ノ丞 大阪 近大附② 黒田　裕稀 兵庫 滝川第二② 大上　慶悟 大阪 大阪学院② 松岡　智也 奈良 奈良育英①

18 9:07 竹葉　光希 大阪 大阪学院② 楢崎　王牙 兵庫 滝川第二① 高橋　琉晟 大阪 近大附② 森本　佑樹 奈良 奈良育英②

19 9:15 柴田　晨之介 大阪 大阪学院① 仲間　遼真 兵庫 滝川第二② 阿形　凌央 大阪 大産大附② 乾　雄太 奈良 奈良育英①

21 9:30 長岡　真穂 大阪 羽衣学園中① 中尾　夢彩 兵庫 氷丘中② 杉田　琉羽 京都 七条中①

22 9:37 酒井　理琴 大阪 淡路中③ 花岡　千陽 兵庫 香寺中① 加藤　祐子 京都 久世中②

23 9:45 南田　りいな 大阪 四條畷学園中① 岩永　杏奈 兵庫 塚口中① 佐々　心美 京都 男山東中① 西倉　七乃葉 兵庫 和田中①

24 9:52 吉川　采香 大阪 歌島中① 川野　結奈 兵庫 吉田中① 岩本　日向 京都 木津南中② 山田　翠咲 兵庫 武庫東中①

25 10:00 三井　優奈 大阪 吹田第三中③ 阿立　百恵 兵庫 桜が丘中③ 中小路　綾乃 京都 久御山中② 名田　真子 兵庫 姫路女学院中①

西コース【高校女子（西→南）】

組 時間 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名

1 7:15 今西　さくら 大阪 大阪桐蔭② 吉岡　奈津季 奈良 奈良育英② 山脇　愛璃 兵庫 滝川第二②

2 7:22 佐沢　愛々 大阪 大阪学院② 綾部　杏仁加 奈良 奈良育英② 宮本　桜空 兵庫 滝川第二①

3 7:30 仲村　美咲 大阪 大阪桐蔭② 溝口　天歌 奈良 奈良育英② 中西　彩晴 大阪 近大附① 藪内　優衣 兵庫 滝川第二①

4 7:37 塩路　千尋 大阪 近大附① 前田　羚菜 奈良 奈良育英① 大谷　祐希子 大阪 大阪学院① 藤原　花帆 兵庫 滝川第二①

5 7:45 森田　乃愛 大阪 大阪桐蔭① 藤井　叶佳 奈良 鹿島朝日② 田口　奈那 大阪 浪速高② 山下　アミ 兵庫 滝川第二②

6 7:52 長尾　小百合 大阪 ルネサンス大阪② 上久保　実咲 奈良 奈良育英① 中井　花梨 大阪 大阪学院② 松岡　采加 兵庫 滝川第二②

7 8:00 簀戸　佐結理 大阪 好文学園② 湊口　愛友 奈良 奈良育英② 西原　莉乃 大阪 大阪桐蔭② 井伊　あかり 兵庫 滝川第二①

8 8:07 秋田　光梨 大阪 好文学園① 岡谷　真帆 和歌山 初芝橋本① 伊藤　亜衣 大阪 大阪学院① 清原　彩乃 兵庫 滝川第二②

9 8:15 滝澤　里菜 大阪 大阪桐蔭① 中村　心 滋賀 ECC学園① 山田　萌香 大阪 大阪学院① 細峪　七々 兵庫 滝川第二①

10 8:22 小林　美咲 大阪 近大附① 赤松　渚 滋賀 ECC学園① 松田　菜々榎 大阪 大阪桐蔭① 水野　さくら 兵庫 親和女子②

11 8:30 田中　陽菜 大阪 近大附② 與語　優奈 滋賀 ECC学園② 杉本　花波 京都 京都翔英② 栗田　己暖 大阪 関大一②

12 8:37 村田　歩香 大阪 ルネサンス大阪① 山本　紗愛 滋賀 ECC学園① 坂下　一咲 京都 同志社国際① 小泉　舞優 大阪 大阪学院②

13 8:45 田代　愛琳 大阪 藤井寺工科① 安井　愛 滋賀 ECC学園② 大藪　綺音 京都 大谷② 松本　静 兵庫 滝川第二②

14 8:52 河野　きおら 大阪 大阪桐蔭① 德永　歩 滋賀 ECC学園① 川東　優樺 京都 南陽② 臼井　帆海 兵庫 宝塚北②

15 9:00 奥　優芽 大阪 近大附① 神鳥　ひかる 滋賀 ECC学園① 天野　亜紀 大阪 大阪学院② 奥野　光莉 兵庫 滝川第二②

16 9:07 木ノ本　星空 大阪 好文学園② 三浦　春舞 滋賀 石部① 田﨑　真里夏 大阪 ルネサンス大阪① 萩原　実咲 兵庫 滝川第二②

17 9:15 山本　唯依 大阪 大阪学院② 山本　風花 滋賀 ECC学園① 小田嶋　永遠 大阪 大産大附① 山田　胡花 兵庫 滝川第二①

18 9:22 角江　愛梨 大阪 好文学園① 天羽　さくら 滋賀 ECC学園① 三坂　音緒 大阪 関大一② 内垣　綾乃 兵庫 滝川第二②
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南コース【中学男女 : 南（out）→東(in)】

組 時間 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名 氏　　名 府県 学 校 名

1 7:00 平松　孝太郎 大阪 市岡中③ 中野　識司 兵庫 甲南中③ 児玉　志優 奈良 上中②

2 7:07 百田　一郎 大阪 摂津第五中② 佐々　幸史朗 兵庫 北神戸中② 今村　吏桜 奈良 王寺中③

3 7:15 松並　将輝 大阪 門真第五中③ 吉野　陽翔 兵庫 井吹台中② 木村　優作 奈良 奈良育英中② 赤松　成眞 和歌山 上富田中③

4 7:22 東　到矢 大阪 東海大仰星中③ 権藤　大樹 兵庫 滝川第二中① 行實　愛登 奈良 奈良育英中③ 浅田　千年樹 和歌山 和歌山大学附属中②

5 7:30 谷川　仙一朗 大阪 彩都の丘中② 淺井　亮志 兵庫 立花中③ 山邊　一徳 奈良 奈良育英中③ 塚田　光惺 和歌山 岩出中②

6 7:37 小竹　遼河 大阪 堀江② 大西　晃盟 兵庫 兵教大附中① 中村　訓也 奈良 三笠中③ 北山　祥 和歌山 湯浅中①

7 7:45 小川　琥太郎 大阪 山田中① 河崎　涼太 兵庫 二見中③ 池内　大心 大阪 三国中② 福原　渡夢 滋賀 甲良中③

8 7:52 角江　陸翔 大阪 枚方第三中② 船岡　誠志郎 兵庫 大教大附池田中③ 樋口　誠志 大阪 貝塚第二中③ 福原　夢羽 滋賀 甲良中②

9 8:00 亀井　幹大 大阪 吹田第五中③ 藤澤　聖太 兵庫 兵教大附中② 北田　聖久 大阪 五箇荘中① 谷山　優 和歌山 有功中①

10 8:07 大西　翔駈 大阪 平田中② 大垣　孝太郎 兵庫 瓦木中③ 竹島　空斗 大阪 浪速中② 福山　悠 和歌山 初芝橋本中②

11 8:15 宇野　博揮 大阪 鳥取中③ 山内　祐輝 兵庫 甲南中② 溝川　大耀 大阪 浪速中① 小松　大洋 滋賀 近江兄弟社③

12 8:22 波部　俊一朗 大阪 瑞光中③ 藤井　瀬名 兵庫 甲南中③ 奥　龍之介 大阪 寝屋川第二中② 森本　樹 兵庫 須磨北中①

13 8:30 中村　仁 大阪 常翔学園中③ 渋川　煌 兵庫 高司中② 東野　繁城 大阪 久宝寺中③ 山下　倖輝 兵庫 上ヶ原中②

14 8:37 阪　幸汰 大阪 浪速中② 進藤　太雅 兵庫 鷹取中③ 今田　一輝 大阪 豊中第五中② 中尾　爽人 兵庫 甲南中③

15 8:45 口中　凌也 京都 嵯峨中③ 中川　敬太 兵庫 垂水東中③ 古瀬　雄太朗 大阪 アサンプション国際中② 小杉　飛翔 兵庫 加古川中③

16 8:52 大島　琥太郎 京都 城陽中③ 山田　龍之介 兵庫 南武庫之荘中① 宮田　悠平 大阪 千里丘中① 河口　聖哉 兵庫 狭間中①

17 9:00 大西　穂佳 兵庫 兵庫教育大中② 澤嶋　志奈 奈良 奈良育英中② 梅本　真帆 和歌山 桐陰中①

18 9:07 阿部　晴菜 兵庫 甲南女子中② 井本　思唯 奈良 奈良育英中② 松本　陽愛 和歌山 吉備中① 名田　莉子 兵庫 姫路女学院中①

19 9:15 後藤　あい 兵庫 松蔭中① 土井　稀世 奈良 奈良育英中② 赤松　美波 和歌山 箕島中① 澤　鈴音 兵庫 陵南中②

20 9:22 中嶋　月葉 兵庫 宝梅中② 巽　琉愛 奈良 奈良育英中③ 福田　萌維 和歌山 岩出中③ 丹羽　櫻 兵庫 狭間中③

21 9:30 鳥居　さくら 兵庫 港島学園中③ 中越　百々香 奈良 生駒中① 中島　のの愛 滋賀 立命館守山中① 長野　美結 兵庫 緑が丘中②

22 9:37 黒﨑　美羽 兵庫 塩屋中② 佐藤　あおい 大阪 平井中③ 閼伽井　雫月 滋賀 日野中① 真下　海空 兵庫 上ヶ原中②

23 9:45 藤原　奈々 兵庫 本山中② 奥野　春菜 大阪 四天王寺東中② 筑紫　ひなの 滋賀 五個荘中② 藤生　すみれ 兵庫 玉津中②

24 9:52 森下　芽彩 兵庫 日新中③ 松井　梨緒 大阪 寝屋川第六中③ 神部　芽依 滋賀 びわ中③ 市橋　愛惟未 兵庫 小野中②

25 10:00 加藤　麗奈 兵庫 ゆりのき台中③ 西本　世蘭 大阪 箕面第四中① 渡邊　紗弥華 滋賀 近江兄弟社中③ 金　由珠 兵庫 西播朝鮮中①

26 10:07 松岡　美幸 兵庫 山陽中② 辻本　莉音 大阪 蒲生中② 足立　莉子 京都 立命館中② ユ　ヘリン 兵庫 山陽中③

コマカントリークラブ　　2021.11.18（木）


