
　 　

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

（学校名・学　年） （学校名・学　年） （学校名・学　年） （学校名・学　年） （学校名・学　年） （学校名・学　年） （学校名・学　年） （学校名・学　年）

11 オオタニ　ツバサ 12 ヤマモト　ブンタ 13 タカシナ シンタロウ 14 ナカムラ　トキヤ 171 ナカノ　サトシ 172 ナカニシ　リョウ 173 ナカムラ　ケイト 174 ウマタ　タイガ

大谷　　翼 山本　紋大 高階慎太郎 中村　訓也 中野　識史 中西　　伶 中村　惠登 馬田　大嘉

21 ユキザネ　マナト 22 ニシムラ　セイコウ 23 オオノ　ケヤキ 24 デグチ　コウスケ 181 シラノ　ユズキ 182 サガラ　コウキ 183 モリモト ユウキ 184 ミノ ヨウイチ

行實　愛登 西村　政宏 大野気哉希 出口　皓晶 白野　柚稀 相楽　洸希 森本　佑樹 三野　八一

31 ヒラマツ　コウタロウ 32 フジイ　セナ 33 マツオカ　トモヤ 34 ヤマダ　エイト 191 イシハラ　リュウノスケ 192 ヒガシツツミ　ソウタロウ 193 ミヤモト　リュウセイ 194 タナカ　ユウキ

平松孝太郎 藤井　瀬名 松岡　智也 山田　叡門 石原龍之介 東堤爽太朗 宮本　竜成 田中　佑樹

41 サラキ　タイチ 42 ニキ　ツバサ 43 ナガノ　リクト 44 クボタ　カズキ 201 アカマツ　セイシン 202 サコウ　レオ 203 モリ　リョウマ 204 モリチカ　ユウル

皿木　大智 仁木　　翼 長野莉久斗 久保田和樹 赤松　成眞 佐光　獅士 森　　諒真 森近　優琉

51 ウエオカ　ユウキ 52 ヒガシノ　シゲキ 53 アマノ　スバル 54 イノウエ　ソウタ 211 ヒラネ　ケイスケ 212 オオシマ　コタロウ 213 ナゴシ　ダイチ 214 カワニシ　ショウゴ

上岡　脩季 東野　繁城 天野　　昴 井上　聡大 平根　佳亮 大島琥太郎 名越　大地 川西　正悟

61 タカヤマ　トシキ 62 ヤブ　リョウイチ 63 アガタ　リョオ 64 タカハシ　カズマ 221 キムラ　タイキ 222 トヨシマ　ユキヤ 223 ハヤシ　リョウガ 224 キシダ　ショウタ

高山　寿輝 藪　　凌一 阿形　凌央 髙橋　一真 木村　太紀 豊島由樹也 林　　稜雅 岸田　翔太

71 イヌイ　ユウタ 72 ツジガミ　ショウマ 73 マツイ　リク 74 ヨシオカ　シュウゴ 231 ミナモト　ケイスケ 232 ヒグチ　マサシ 233 アオキ　タケヒロ 234 オオト　ユウヤ

乾　　雄太 辻上　翔眞 松井　利空 吉岡　修梧 源　　桂祐 樋口　誠志 青木　健浩 大音　優也

81 スギハラ　アキ 82 オクガワ　タイセイ 83 モリガキ　トム 84 フルザワ　キズク 241 マツダ　ナツキ 242 ナカオ　ギント 243 シマヅ　リュウジ 244 フクムラ　コウタロウ

杉原　亜規 奥川　大誠 森垣　翔夢 古澤　　築 松田夏月輝 中尾　錦人 島津　竜士 福村航汰朗

91 アベ　ヒデヒコ 92 スミノ リュウスケ 93 ミウラ　カズマ 94 シズミ　タクヤ 251 アトネ　マナト 252 モトヤブ タクヤ 253 オカモト　コウタ 254 ホリエ　エイト

阿部　英彦 角野　隆輔 三浦　一真 志積　拓弥 後根　愛斗 元籔　匠哉 岡本　幸大 堀江　瑛斗

101 イノウエ　コウタロウ 102 ナカオ　ソウト 103 マスダ　ダイゴ 104 ナガタ　ユウケイ 261 アカマツ　ナギサ 262 カネ　ナサ 263 ミウラ ハルマ 264 モトヤマ　ユウリ

井上耕太朗 中尾　爽人 升田　大吾 永田　有慶 赤松　　渚 金　　拿仕 三浦　春舞 元山　優里

111 アモウ　サクラ 112 カトウ　レイナ 113 ミナトグチ　アユ 114 ヨシミツ　カホ 271 キタガワ サクラ 272 キノモト　ソラ 273 サトウ　アオイ 274 リ　カホ

天羽さくら 加藤　麗奈 湊口　愛友 吉滿　香歩 北川紗玖楽 木ノ本星空 佐藤あおい 李　　華帆

121 ヤマオト　サエ 122 タキザワ　リナ 123 オオヤブ キノン 124 オクダ　ナナ 281 ワタナベ　サヤカ 282 タグチ　ナナ 283 ヤマモト サヤ 284 オダジマ　トワ

山本　紗愛 滝澤　里菜 大藪　綺音 奥田　七菜 渡邊紗弥華 田口　奈那 山本　紗矢 小田嶋永遠

131 イマニシ　サクラ　 132 スド　サユリ 133 アヤベ　アニカ 134 オカタニ マホ 291 モリシタ　メイ 292 ヤマモト　フウカ 293 モリヤマ アイ 294 イケダ　ルナ

今西さくら 簀戸佐結理 綾部杏仁加 岡谷　真帆 森下　芽彩 山本　風花 森山　亜衣 池田　琉海

141 キタバタケ　サアヤ 142 ミゾグチ テンカ 143 ニシハラ　リノ 144 スミノ アリサ 301 カンドリ　ヒカル 302 カワノ　キオラ 303 タシロ　マリン 304 ナカタ　ミサキ

北畠　沙彩 溝口　天歌 西原　莉乃 角野　有紗 神鳥ひかる 河野きおら 田代　愛琳 中田　美咲

151 スミエ　アイリ 152 マエダ　レイナ 153 マツダ　ナナカ 154 ヤマモト　リアン 311 モリタ　ノア 312 タサキ　マリナ 313 ヨシオカ　ナツキ 314 ハヤシ　サユカ

角江　愛梨 前田　羚菜 松田菜々榎 山本りあん 森田　乃愛 田﨑真里夏 𠮷岡奈津季 林　桜雪華

161 ナカムラ　ミサ 162 マツイ　リオ 163 カワヒガシ ユカ 164 イワモト　アイリ 321 タツミ　ルア 322 フジイ キョウカ 323 オオキド　ミサキ 324 ナカイ　アイリ

仲村　美咲 松井　梨緒 川東　優樺 岩本　愛莉 巽　　琉愛 藤井　叶佳 大城戸美咲 中井　愛理

2022年度（第47回）関西ジュニアゴルフ選手権競技　予選（19日）
と　き：2022年7月19日（火）

アウトスタート インスタート
ところ：ダンロップGC

　☎　：078-982-1221

(六甲学院❶) (奈良育英❶) (甲南❶) (奈良育英❷) (大阪桐蔭❸) (興國❶)

組 時間 組 時間

1 7:00 17 7:00
(大阪桐蔭❸) (興國❷)

(甲南❷) (大産大付❷)

(甲南❶) (大産大付❸)

8 7:52 24 7:52
(大阪桐蔭❸) (興國❷)

7 7:45 23 7:45
(奈良育英❷) (大阪桐蔭❷) (浪速❶) (甲南❷)

(奈良育英❸) (浪速❷)

(ＥＣＣ学園❷) (大阪桐蔭❷) (藤井寺工科❷) (東海大付大阪仰星❷)

(大産大付❶) (同志社国際❶)

13 8:37 29 8:37
(大阪桐蔭❸) (好文学園❸)

12 8:30 28 8:30
(ＥＣＣ学園❷) (大阪桐蔭❷) (大谷❸) (大産大付❷)

(奈良育英❸) (初芝橋本❷)

14 8:45 30 8:45
(ＥＣＣ学園❷) (奈良育英❸) (大阪桐蔭❸) (高島❷)

(大阪桐蔭❷) (東海大付大阪仰星❷)

(石部❶) (大産大付❶)

10 8:15 26 8:15
(大阪桐蔭❸) (甲南❶)

(京都共栄学園❷) (大産大付❷)

11 8:22 27 8:22
(ＥＣＣ学園❷) (好文学園❶)

9

(大阪桐蔭❷) (ルネサンス大阪❷)

(奈良育英❶) (浪速❸)

(Ｎ❶) (好文学園❸)(奈良育英❸) (大阪桐蔭❶)

8:07 25 8:07
(甲南❷) (高島❷) (大産大付❶) (興國❶)

(好文学園❶) (ＥＣＣ学園❷)

15 8:52 31 8:52
(好文学園❷) (奈良育英❷)

(甲南❷) (興國❸) (浪速❸) (興國❷)

(石部❷) (大阪桐蔭❶)

(奈良育英❶) (大産大付❸)

(大阪桐蔭❷) (甲南❸) (ルネサンス大阪❷) (興國❶)

(奈良育英❸) (興國❶)

(興國❸) (奈良育英❶) (ＥＣＣ学園❷) (ルネサンス大阪❶)

(ルネサンス大阪❶) (ＪＧＡジュニア会員)

(奈良育英❸) (大阪桐蔭❶) (甲南❸) (興國❶)

(甲南❶) (奈良育英❸) (向陽台❷)

3 7:15 19 7:15
(興國❶) (甲南❶) (奈良育英❷) (大産大付❸) (大阪桐蔭❷) (奈良育英❸) (甲南❶) (ルネサンス大阪❶)

2 7:07 18 7:07
(奈良育英❶)

(奈良育英❸) (大産大付❸) (大阪桐蔭❶) (同志社国際❸)

(大阪桐蔭❷) (甲南❷) (奈良育英❸)

5 7:30 21 7:30
(甲南❸) (興國❶) (浪速❷) (大産大付❶) (奈良育英❷) (大阪桐蔭❶) (大産大付❷) (甲南❷)

4 7:22 20 7:22
(興國❷)
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(奈良育英❷) (大阪桐蔭❷) (甲南❷)

16 9:00 32 9:00
(大阪桐蔭❸) (奈良育英❶) (南陽❸) (同志社国際❶) (奈良育英❶) (鹿島朝日❸) (ＥＣＣ学園❸) (大阪桐蔭❶)

6 7:37 22 7:37
(甲南❸)


