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（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 オガワ　コタロウ 12 ヤマシタ　コウキ 13 シンタニ　セナ 14 サイトウ　ルカ 231 イシグチ　ヒロキ 232 オオニシ　ショウカ 233 キタダ　リク 234 イマオカ　コウイチロウ

小川琥太郎 山下　倖輝 新谷　世那 齋藤　琉加 石口　寛樹 大西　翔駈 北田　聖久 今岡光一郎

21 ウラニシ　リョウスケ 22 サカ　コウタ 23 トクシマ　ヒロト 24 ハタタニ　セイヤ 241 キタノ　アツト 242 モリモト　イツキ 243 ナカムラ　ソウシ 244 オオタ　カズヒロ

浦西　亮輔 阪　　幸汰 徳島　寛人 畑谷　星哉 北野　貴斗 森本　　樹 中村　颯志 多田　和弘

31 シブカワ　コウ 32 オクガワ　ヒロト 33 モリタ　ケイジ 34 オオタキ　ユウヤ 251 フジサワ　ショウタ 252 ウエハラ　カレン 253 キムラ　ルイ 254 パク　ジュンソン

渋川　　煌 奥川　大翔 森田　圭治 大瀧　裕也 藤澤　聖太 上原　嘉連 木村　　塁 朴　　俊城

41 タニカワ　センイチロウ 42 ツカダ　コウセイ 43 ヨシダ　リュウガ 44 シラノ　ソラ 261 モモタ　イチロウ 262 ササ　コウシロウ 263 トクナガ　タイガ 264 フクヤマ　ユウ

谷川仙一朗 塚田　光惺 吉田　龍桜 白野　　空 百田　一郎 佐々幸史朗 徳永　大貫 福山　　悠

51 タケシマ　ソラト 52 モリシタ　マサノブ 53 サワエ　ヒナタ 54 #N/A 271 ヤマウチ　ユウキ 272 オカ　ユウゴ 273 イケダ　ユウト 274 #N/A

竹島　空斗 森下　雅頌 澤江　天晴 #N/A 山内　祐輝 丘　　裕伍 池田　優斗 #N/A

61 フクダ　レント 62 ミゾカワ　タイヨウ 63 クズモト　ユウト 64 コサカ　コウキ 281 フクハラ　ユウ 282 タウラ　ケンシン 283 イケダ　アキトシ 284 スギモリ　ダイゴ

福田　怜斗 溝川　大耀 葛本　悠斗 小坂　晃生 福原　夢羽 田浦　玄尋 池田　昂駿 杉森　大悟

71 イマダ　カズキ 72 ツボイ　カンタ 73 スミダ　ヘイタ 74 ムラシタ　ショウキ 291 ツジノ　タクマ 292 カワグチ　コウスケ 293 ヨシダ　タケル 294 サワムラ　マサキ

今田　一輝 壷井　潤太 隅田　陛大 村下　翔紀 辻野　巧真 川口　晃佑 吉田　　健 澤村　正基

81 ナカザワ　タツキ 82 イケウチ　タイシン 83 トノウラ　アツト 84 オオエ　コウタロウ 301 カワグチ　マサキ 302 アサダ　センジュ 303 ミナトグチ　ツヨシ 304 タナカ　レオン

中澤　　樹 池内　大心 殿浦　充翔 大江幸太郎 河口　聖哉 浅田千年樹 湊口　剛至 田中　礼恩

91 シオタ　ヒカル 92 フルセ　ユウタロウ 93 タサカ　オウタ 94 マエダ　マサハル 311 キムラ　ユウサク 312 オオツル　ハルト 313 タニグチ　ユウト 314 ウチダ　ムネトシ

塩田　　星 古瀬雄太朗 田坂　凰太 前田　雅治 木村　優作 大津留遼人 谷口　宥斗 内田　宗寿

101 フクハラ　ユウキ 102 オク　リュウノスケ 103 イシイ　コウスケ 104 ハットリ　ソウダイ 321 キシ　アキト 322 カワグチ　ジュウシ 323 カクタ　ヒロキ 324 ニシハラ　イシン

福原　佑樹 奥　龍之介 石井　航祐 服部　蒼大 貴志　聡斗 川口　充志 角田　寛貴 西原　壱信

111 ヨシノ　ハルト 112 キタヤマ　ショウ 113 チバ　シュンヤ 114 マスモト　ケイスケ 331 モリサキ　ユウノスケ 332 オオツカ　レオ 333 アダチ　コウスケ 334 ワタナベ　アキト

吉野　陽翔 北山　　祥 千葉　隼也 増本　圭佑 森崎佑之介 大塚　零生 足立　昊祐 渡邊　瑛斗

121 シミズ　ライト 122 タニヤマ　ユウ 123 ヒトミ　リョウヘイ 124 ヤマダ　タイクウ 341 フクザキ　リリ 342 カワサキ　ニコ 343 ナカジマ　ノノア 344 ヨシカワ　ミライ

清水藍生斗 谷山　　優 人見　凌平 山田　泰空 福崎　凛々 川﨑　笑瑚 中島のの愛 吉川　未来

131 アダチ　リコ 132 チクシ　ヒナノ 133 カクタ　アヤ 134 オバタ　ユウリ 351 マツモト　クルミ 352 ナガオカ　マオ 353 ツジモト　リオン 354 ニシザワ　アズサ

足立　莉子 筑紫ひなの 角田　あや 小畑　優莉 松本　來海 長岡　真穂 辻本　莉音 西澤　　梓

141 マツモト　ヒヨリ 142 アカイ　シヅキ 143 カシワギ　アズミ 144 ゴウダ　ミヅキ 361 クロサキ　ミウ 362 ウメモト　マホ 363 ナダ　リコ 364 ナイトウ　ココナ

松本　陽愛 閼伽井雫月 柏木杏寿美 合田　美月 黒崎　美羽 梅本　真帆 名田　莉子 内藤　心音

151 ゴトウ　アイ 152 アベ　ハルカ 153 ナダ　マコ 154 オヌマ　ヒナ 371 サトウ　リノ 372 カトウ　ユウコ 373 マシモ　アヤハ 374 ハタケヤマ　アオイ

後藤　あい 安部　　遥 名田　真子 尾沼　姫南 佐藤　涼音 加藤　祐子 真下　彩羽 畠山　　葵

161 マツオカ　ミユキ 162 フクダ　ミクル 163 マシモ　ミソラ 164 ヤマモト　サリイ 381 サワシマ　ココナ 382 ナカオ　ムア 383 コマヅキ　チナ 384 タカギシ　カオリ

松岡　美幸 福田　美来 真下　海空 山本紗李衣 澤嶋　志奈 中尾　夢彩 駒月　智菜 髙岸　花織

171 ヤマダ　ミサキ 172 タカヤマ　ササラ 173 ヤマナミ　リサ 174 #N/A 391 スギモト　ナオ 392 ササ　ココミ 393 ヤマグチ　サキ 394 フクシタ　ヒナノ

山田　翠咲 高山ささら 山並　李咲 #N/A 杉本　奈央 佐々　心美 山口　紗季 福下ひなの

181 ニシモト　セラン 182 ナガノ　ミユ 183 フジウ　スミレ 184 マツオカ　ユウカ 401 イモト　シイ 402 ナガノ　リナ 403 ナリタ　ミジュ 404 ヤマモト　サキ

西本　世蘭 長野　美結 藤生すみれ 松岡　悠加 井本　思唯 長野　莉奈 成田　海珠 山本　紗希

191 スギタ　ルウ 192 イワモト　ヒナタ 193 イチハシ　アイミ 194 マツモト　モモ 411 キン　ユジュ 412 キッカワ　アヤカ 413 ナカニシ　ミオ 414 コバヤシ　ナノ

杉田　琉羽 岩本　日向 市橋愛惟未 松本　若々 金　　由珠 吉川　采香 中西　望緒 小林　菜乃

201 コダマ　モモ 202 ナカコウジ　アヤノ 203 ナカムラ　モモサ 204 タケウチ　サト 421 ハナオカ　チヒロ 422 ミナミダ　リイナ 423 ハタ　ナギサ 424 シバヤマ　カホ

児玉　　桃 中小路綾乃 中村　桃瑳 竹内　さと 花岡　千陽 南田りいな 畑　　凪咲 芝山　華歩

211 ドイ　キヨ 212 ウメヅ　サクラコ 213 ニシクラ　ナノハ 214 ナカムラ　スミレ 431 ナカゴシ　モモカ 432 ナカニシ　リズム 433 オクノ　ハルナ 434 コウ　オウマン

土井　稀世 梅津　桜子 西倉七乃葉 中村寿光鈴 中越百々香 中西　梨純 奥野　春菜 黄　　櫻漫

221 ナカシマ　ツキハ 222 タケウチ　リム 223 オクノ　アヤ 224 ミムラ　サラ

中嶋　月葉 竹内　梨夢 奥野　　絢 三村　紗楽

2022年度（第47回）関西ジュニアゴルフ選手権競技　予選（21日）

と　き：2022年7月21日（木）

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

(明治池❷) (浪速❷) (大正❶) (茨木平田❸) (五箇荘❷) (東海大大阪仰星❸)

組 時間 組 時間

1 7:00 23 7:00

(枚方山田❷) (上ヶ原❸)

(同志社国際❶) (奈良育英❸)

10 8:07 32 8:07

(甲南❸) (寝屋川二❸)

7 7:45 29 7:45

(豊中五❸) (河原城❸) (浪速❷) (東海大大阪仰星❸)

8 7:52 30 7:52

(高穂❸) (三国❸) (桜丘❶)

(四天王寺東❸) (久宝寺❶)

(香寺❷) (四條畷学園❷) (氷上❶) (浪速❶)

(蒲生❸) (維孝館❸)

19 9:22 41 9:22

(七条❷) (木津南❸)

14 8:45 36 8:45

(吉備❷) (日野❷) (園田東❶) (美加の台❷)

(小野❸) (取石❶)

20 9:30 42 9:30

(立命館守山❶) (久御山❸) (広陵❷) (豊中十一❸)

(和田❷) (東海大大阪仰星❶)

21 9:37 43 9:37

(奈良育英❸) (書写❸)

(近大付❸) (佐井寺❷)

12 8:30 34 8:30

(中部❷) (有功❷)

(姫路女学院❷) (鹿島❶)

13 8:37 35 8:37

(立命館❸) (五個荘❸)

15 8:52

(生駒❷) (貴志川❸)

(塩屋❸) (和歌山桐蔭❷)

(吉備❸) (羽衣学園❷)(大淀❸) (樫原❷)

8:22 33 8:22

(井吹台❸) (湯浅❷) (久米田❷) (甲南❷)

(西播朝鮮❷) (歌島❷)

37 8:52

(松蔭❷) (御殿山❸) (姫路女学院❷) (東海大大阪仰星❸)

(近大付❷) (甲南❷) (福泉南❸)

(立命館守山❷) (小林聖心女子❷)

(立命館❶) (東海大大阪仰星❷)

(貴志❷) (関西大蔵❸) (下鴨❶) (東海大大阪仰星❸)

(PL学園❸) (彦根中央❷)

(近大付豊岡❸) (甲南❷) (日根野❶) (同志社国際❸)

(平野❶) (神戸小部❷)

(渋谷❷)

(高美 ❶) (北池田❷) (摂津五❸)

(須磨北❷) (和田山❸) (初芝橋本❸)

3 7:15 25 7:15

(高司❸) (歌島❸) (東海大大阪仰星❸) (友が丘❶) (兵教大付❸) (上ヶ原❷) (関西学院大阪❶) (浪速❶)

2 7:07 24 7:07

(金光八尾❶) (浪速❸)

(近大付❷) (中央❸) (甲良❸)

(北神戸❸) (堀江❸) (初芝橋本❸)

5 7:30 27 7:30

(浪速❸) (甲南❶) (奈良育英❷) #N/A (甲南❸) (豊中四❶) (十三❷) #N/A

4 7:22 26 7:22

(彩都の丘❸) (岩出❸)

男
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歳
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1

2

～

1

4

歳

(甲南❷) (阿倍野❷) (東海大大阪仰星❸)

22 9:45

(宝梅❸) (狭山❷) (四天王寺東❶) (アサンプション国際❶)

6 7:37 28 7:37

(男山❶) (浪速❷)

(男山東❷) (松原五❸) (姫路女学院❶)

(甲南❶) (狭間❷) (和大付❸) (奈良育英❸) (浪速❸)

9 8:00 31 8:00

(下京❶) (アサンプション国際❸) (甲南❷) (吹田二❸) (奈良育英❸) (新東淀❶) (堀江❶) (東海大大阪仰星❸)

11

(箕面自由学園❸)

(上ヶ原❶) (友が丘❷)

16 9:00 38 9:00

(山陽❸) (稲美❶) (上ヶ原❸) (本山❶) (奈良育英❸) (氷丘❸) (光ガ丘❷) (打田❸)

(緑が丘❶) (大浜❶) (関大北陽❷)

女

子

　

1

2

～

1

4

歳

17 9:07 39 9:07

(武庫東❷) (西代❶) (四条畷学園❸) #N/A

18 9:15 40 9:15

(箕面四❷) (緑が丘❸) (玉津❸) (井吹台❷) (奈良育英❸)

(東我孫子❶)

(竜山❶) (久世❸)


