
　 　

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 ナラザキ　オウガ 12 イケウチ　コウセイ 13 カメイ　カンタ 14 #N/A 181 イマムラ　リオ 182 イイムロ　キヨハル 183 イノウエ　カズアキ 184 タナカ　リュウノスケ

楢﨑　王牙 池内　煌斉 亀井　幹大 #N/A 今村　吏桜 飯室　清春 井上　和輝 田中龍之介

21 ヒロヤマ　コウキ 22 ナカムラ　ジン 23 ヒラタ　ユウセイ 24 モリタ　ハルキ 191 マツナミ　ショウキ 192 フナオカ　セイシロウ 193 ナカイ　ケンショウ 194 イトウ　ケンシン

広山　功喜 中村　　仁 平田　裕聖 森田　悠希 松並　将輝 船岡誠志郎 中井　健翔 伊藤　謙臣

31 ショウナイ　タイガ 32 アダチ　タクミ 33 コウノ　ミチノスケ 34 タカモト　シンセイ 201 カワサキ　ヒナタ 202 イトウ　ユウセイ 203 シラキ　コウスケ 204 タツミ　カケル

庄内　太我 足立　拓海 河野通ノ丞 高本　真成 川﨑日向汰 伊藤　悠成 白木　康友 辰巳　翔琉

41 アズマ　トウヤ 42 ヤマモト　コウキ 43 オオウエ　ケイゴ 44 ハヤシ　ショウマ 211 ナガトモ　リンタロウ 212 コバヤシ　タクヤ 213 ヤマノ　ソウマ 214 アカサカ　トクノシン

東　　到矢 山本　航輝 大上　慶悟 林　　聖真 長友凛太郎 小林　拓矢 山野　蒼真 赤坂徳之臣

51 オオツカ　マオ 52 アサカ　リョウ 53 フデモト　ショウタ 54 タケイチ　リョウワ 221 ナカガワ　ケイタ 222 オティエノ　シオン 223 ヤストミ　カンセイ 224 ヤマダ　ケイ

大塚　麻生 浅香　　諒 筆本　翔太 武市　凌和 中川　敬太 オティエノ志音 安富　寛晟 山田　　佳

61 セキモト　リュウシ 62 ムカイダニ　ゴウ 63 イチカワ　ナゴム 64 イシダ　コウキ 231 シンドウ　タイガ 232 コスギ　ヒショウ 233 オクノ　リュウジ 234 コジマ　レイト

関本　琉志 向谷　　豪 市川　和武 石田　康輝 進藤　太雅 小杉　飛翔 奥野　竜司 小島　玲人

71 カワサキ　リョウタ 72 ヤマベ　カズノリ 73 ミツダ　ジュンペイ 74 イノウエ　リント 241 シロタニ　リョウスケ 242 ナガミ　ライ 243 カナザワ　イツキ 244 マルヤマ　ハルキ

河﨑　涼太 山邊　一徳 光田　隼平 井上　凜人 白谷　涼透 永美　礼至 金沢　一樹 丸山　春樹

81 オカ　ゴウキ 82 テラサワ　リク 83 ミズマ　ユウ 84 ウチガキ　リョウガ 251 オオガキ　コウタロウ 252 テラヤマ　ハルト 253 ハラダ　ソウタ 254 イトウ　シュンキ

丘　　伍恭 寺澤　凌輝 水眞　勇羽 内垣　凌雅 大垣孝太郎 寺山　晴登 原田　曽太 伊藤　駿希

91 シバタ　シンノスケ 92 ババ　ハルチカ 93 タカハシ　リュウセイ 94 シン　テジョン 261 ハベ　シュンイチロウ 262 フクナガ　コウヘイ 263 アサイ　リョウジ 264 ミヤギ　ユウト

柴田晨之介 馬場　治至 髙橋　琉晟 申　　泰典 波部俊一朗 福永　航平 淺井　亮志 宮城　悠人

101 キタダ　トモヒロ 102 カリヤ　テンタ 103 アサダ　チカラ 104 ヨシダ　コウヘイ 271 ヤマシタ　アミ 272 タナカ　ヒナ 273 モリ　ナズナ 274 オダ　リオ

北田　智大 仮屋　天太 浅田　　力 吉田　康平 山下　アミ 田中　陽菜 森　なずな 織田　梨愛

111 トリイ　サクラ 112 ナカニシ　イロハ 113 オクノ　ヒカリ 114 アマノ　アキ 281 ミツイ　ユナ 282 オク　ユメ 283 キヨハラ　アヤノ 284 ツジイ　ナナミ

鳥居さくら 中西　彩晴 奥野　光莉 天野　亜紀 三井　優奈 奥　　優芽 清原　彩乃 辻井菜々美

121 ヤブウチ　ユイ 122 ナカイ　カリン 123 マツオカ　サヤカ 124 カゲヤマ　ナナ 291 ヤマモト　ユイ 292 アダチ　モモエ 293 フクダ　カリン 294 コンドウ　ユリ

薮内　優衣 中井　花梨 松岡　采加 蔭山　七菜 山本　唯依 阿立　百恵 福田　華梨 近藤　友梨

131 スギモト　カナミ 132 ハギワラ　ミサキ 133 オオタニ　ユキコ 134 #N/A 301 ヤマワキ　アイリ 302 イトウ　アイ 303 ヨシムラ　ミサキ 304 ワカイ　ユイ

杉本　花波 萩原　実咲 大谷祐希子 #N/A 山脇　愛璃 伊藤　亜衣 好村　愛咲 若井　唯衣

141 マツモト　シズ 142 ミサカ　ネオ 143 ミヤモト　サクラ 144 ヒロタ　ジュリ 311 ヤマダ　コハル 312 コバヤシ　ミサキ 313 コイズミ　マユ 314 オオヤマ　ハルカ

松本　　静 三坂　音緒 宮本　桜空 廣田　樹里 山田　胡花 小林　美咲 小泉　舞優 大山　晏佳

151 サカイ　リコ 152 ヤマダ　ハルカ 153 ウチガキ　アヤノ 154 #N/A 321 シオジ　チヒロ 322 イイ　アカリ 323 ミズムラ　マユ 324 ゴトウ　ホナミ

酒井　理琴 山田　萌香 内垣　綾乃 #N/A 塩路　千尋 井伊あかり 水村　真由 後藤ほなみ

161 ホソサコ　ナナ 162 ニワ　サクラ 163 シラネ　ミト 164 テラニシ　ルナ 331 ユ　ヘリン 332 クリタ　コハル 333 タクボ　アオイ 334 ウチコシ　ユウリ

細峪　七々 丹羽　　櫻 白根　未都 寺西　瑠菜 ユ　ヘリン 栗田　己暖 田窪　　葵 打越　友梨

171 サザワ　ララ 172 フジワラ　カホ 173 タカダ　ミズキ 174 #N/A

佐沢　愛々 藤原　花帆 高田　瑞生 #N/A
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16 9:00 33 9:00
(滝川二❷) (大阪学院❶) (滝川二❶) (関大一❸) (滝川二❶)

(滝川二❸) (関大一❸)

13 8:37 30 8:37
(京都翔英❸) (滝川二❸)

12 8:30

2022年度（第47回）関西ジュニアゴルフ選手権競技　予選（20日）

と　き：2022年7月20日（水）

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

(大阪学院❶) #N/A (東大阪大柏原❶) (京産大付❸) (近大付❷) (大阪学院❶)

組 時間 組 時間

1 7:00 18 7:00
(滝川二❷) (京都成章❷)

(吉川❸) (滝川二❶)

(宝塚西❶) (関大一❸)

8 7:52 25 7:52
(近大付❷) (大阪学院❸)

7 7:45 24 7:45
(滝川二❶) (東大阪大柏原❶) (大阪学院❷) (関大一❸)

(大阪学院❸) (滝川二❶)

(滝川二❷) (近大付❷) (大阪学院❸) (京都翔英❷)

29 8:30
(滝川二❷) (大阪学院❸) (滝川二❸) (日ノ本学園❶)

(大阪学院❷) #N/A (近大付❶) (関大一❷)

15 8:52 32 8:52
(日ノ本学園❶) (大阪学院❷)

14 8:45 31 8:45
(滝川二❸) (関大一❸) (滝川二❷) (近大付❶)

(滝川二❸) #N/A

(近大付❸) (滝川二❶)

11 8:22 28 8:22
(滝川二❶) (近大付❷)

(滝川二❸) (大阪星光学院❶) (滝川二❸) (近大付❸)

9

(近大付❷) (滝川二❷)

(大阪学院❸) (滝川二❶)

(大阪学院❶) (近大付❷)(滝川二❸) (大阪学院❸)

8:07 26 8:07
(大阪学院❷) (滝川二❷) (近大付❸) (関大一❷)

(滝川二❸) (大阪学院❷)

10 8:15 27 8:15
(洛北❷) (大阪学院❸) (滝川二❶) (大阪学院❷)

(滝川二❶) (京都翔英❷)

(滝川二❶) (関大一❷) (京都翔英❸) (大阪学院❷)

(滝川二❶) (大阪学院❸)

(大阪学院❶)

(大教大付池田❶) (近大付❷) (関大一❸)

(大阪学院❸) (東大阪大柏原❶) (近大付❶)

(大阪学院❶) (近大付❶)

2 7:07 19 7:07
(滝川二❸) (近大付❶) (大阪学院❸)

(関大一❷) (日ノ本学園❶)

3 7:15 20 7:15
(大阪学院❸) (立命館❸) (近大付❸) (滝川二❷) (関西学院❸)

(関西学院❶) (大阪学院❶)

(近大付❸) (報徳学園❷) (大阪学院❸) (Ｎ❷)

5 7:30 22 7:30
(滝川二❷) (近大付❸) (関大一❸) (大阪学院❶) (滝川二❶) (大阪学院❷) (近大付❷) (大阪学院❶)

4 7:22 21 7:22
(東大阪大柏原❶) (滝川二❸) (大阪学院❸)
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(滝川二❶) (大阪学院❸) (東大阪大柏原❶)

17 9:07
(大阪学院❸) (滝川二❷) (関大一❶) #N/A

6 7:37 23 7:37
(滝川二❸) (いぶき明生❶) (大阪学院❷)


