
　 　

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 シロタニ　リョウスケ 12 アベ　ヒデヒコ 13 イイムロ　キヨハル 14 ヤブ　リョウイチ 1011 サカイ　リコ 1012 モリタ　ノア 1013 イトウ　アイ 1014 モリ　ナズナ

白谷　涼透 阿部　英彦 飯室　清春 藪　　凌一 酒井　理琴 森田　乃愛 伊藤　亜衣 森　なずな

21 スギハラ　アキ 22 カワサキ　ヒナタ 23 マツオカ　トモヤ 24 イトウ　ユウセイ 1021 キタガワ　サクラ 1022 ミツイ　ユナ 1023 ヤブウチ　ユイ 1024 ナカニシ　イロハ

杉原　亜規 川﨑日向汰 松岡　智也 伊藤　悠成 北川紗玖楽 三井　優奈 薮内　優衣 中西　彩晴

31 アダチ　タクミ 32 イノウエ　コウタロウ 33 ババ　ハルチカ 34 アトネ　マナト 1031 ヤマモト　ユイ 1032 ワタナベ　サヤカ 1033 カワノ　キオラ 1034 ハギワラ　ミサキ

足立　拓海 井上耕太朗 馬場　治至 後根　愛斗 山本　唯依 渡邊紗弥華 河野きおら 萩原　実咲

41 タカヤマ　トシキ 42 シンドウ　タイガ 43 ショウナイ　タイガ 44 ナカイ　ケンショウ 1041 タキザワ　リナ 1042 ユ　ヘリン 1043 ニワ　サクラ 1044 カンドリ　ヒカル

高山　寿輝 進藤　太雅 庄内　太我 中井　健翔 滝澤　里菜 ユ　ヘリン 丹羽　　櫻 神鳥ひかる

51 コバヤシ　タクミ 52 シラノ　ユズキ 53 ニシムラ　セイコウ 54 キムラ　タイキ 1051 ナカシマ　ナナミ 1052 ナカムラ　ミサ 1053 アカマツ　ナギサ 1054 サトウ　アオイ

小林　　匠 白野　柚稀 西村　政宏 木村　太紀 中島　七海 仲村　美咲 赤松　　渚 佐藤あおい

61 ハラ　タクミ 62 ナカガワ　ケイタ 63 モリモト　ユウキ 64 ヤマノ　ソウマ 1061 ナカムラ　ココロ 1062 オクノ　ヒカリ 1063 タナカ　ヒナ 1064 ミナトグチ　アユ

原　　匠生 中川　敬太 森本　佑樹 山野　蒼真 中村　　心 奥野　光莉 田中　陽菜 湊口　愛友

71 ヒガシノ　シュウマ 72 ヒラネ　ケイスケ 73 テラサワ　リク 74 スミノ　リュウスケ 1071 ヤスイ　アイ 1072 ミウラ　ハルマ 1073 アダチ　モモエ 1074 クリタ　コハル

東野　秀馬 平根　佳亮 寺澤　凌輝 角野　隆輔 安井　　愛 三浦　春舞 阿立　百恵 栗田　己暖

81 タケバ　コウキ 82 イシハラ　リュウノスケ 83 カワサキ　リョウタ 84 ヤマベ　カズノリ 1081 ムラタ　アユカ 1082 ヤマモト　サエ 1083 タグチ　ナナ 1084 タクボ　アオイ

竹葉　光希 石原龍之介 河﨑　涼太 山邊　一徳 村田　歩香 山本　紗愛 田口　奈那 田窪　　葵

91 クロダ　ユウマ 92 ナガトモ　リンタロウ 93 トヨシマ　ユキヤ 94 ナカオ　ギント 1091 アキタ　ヒカリ 1092 ミゾグチ　テンカ 1093 ヤマダ　ハルカ 1094 イイ　アカリ

黒田　裕稀 長友凜太郎 豊島由樹也 中尾　錦人 秋田　光梨 溝口　天歌 山田　萌香 井伊あかり

101 ナカマ　リョウマ 102 ヒガシノ　シゲキ 103 ハヤシ　リョウガ 104 ハラダ　ソウタ 1101 カミクボ　ミサキ 1102 スギモト　カナミ 1103 ヤマモト　フウカ 1104 マツモト　シズ

仲間　遼真 東野　繁城 林　　稜雅 原田　曽太 上久保実咲 杉本　花波 山本　風花 松本　　静

111 アズマ　トウヤ 112 ナラザキ　オウガ 113 ムカイダニ　ゴウ 114 ナカノ　サトシ 1111 トクナガ　アユミ 1112 コバヤシ　ミサキ 1113 ヤマダ　コハル 1114 タツミ　ルア

東　　到矢 楢﨑　王牙 向谷　　豪 中野　識司 徳永　　歩 小林　美咲 山田　胡花 巽　　琉愛

121 サラキ　タイチ 122 ウエオカ　ユウキ 123 シバタ　シンノスケ 124 #N/A 1121 ヨゴ　ユウナ 1122 ヤマワキ　アイリ 1123 アヤベ　アニカ 1124 ミサカ　ネオ

皿木　大智 上岡　脩季 柴田晨之介 #N/A 與語　優奈 山脇　愛璃 綾部杏仁加 三坂　音緒

131 マツナミ　ショウキ 132 フジイ　セナ 133 フナオカ　セイシロウ 134 ヒガシツツミ　ソウタロウ 1131 サザワ　ララ 1132 マツイ　リオ 1133 ホソサコ　ナナ 1134 キタバタケ　サアヤ

松並　将輝 藤井　瀬名 船岡誠志郎 東堤爽太朗 佐沢　愛々 松井　梨緒 細峪　七々 北畠　沙彩

141 オオシマ　コタロウ 142 アサカ　リョウ 143 イヌイ　ユウタ 144 オオガキ　コウタロウ 1141 アモウ　サクラ 1142 トリイ　サクラ 1143 ニシハラ　リノ 1144 キノモト　ソラ

大島琥太郎 浅香　　諒 乾　　雄太 大垣孝太郎 天羽さくら 鳥居さくら 西原　莉乃 木ノ本星空

151 セキモト　リュウシ 152 サコウ　レオ 153 ナカムラ　ジン 154 マツイ　リク 1151 シオジ　チヒロ 1152 モリシタ　メイ 1153 マツオカ　サヤカ 1154 マツダ　ナナカ

関本　琉志 佐光　獅士 中村　　仁 松井　利空 塩路　千尋 森下　芽彩 松岡　采加 松田菜々榎

161 オオタニ　ツバサ 162 オオツカ　マオ 163 ユキザネ　マナト 164 ミツダ　ジュンペイ 1161 マエダ　レイナ 1162 ミヤモト　サクラ 1163 スミエ　アイリ 1164 タシロ　マリン

大谷　　翼 大塚　麻生 行實　愛登 光田　隼平 前田　羚菜 宮本　桜空 角江　愛梨 田代　愛琳

171 イマムラ　リオ 172 ナカニシ　リョウ 173 テラヤマ　ハルト 174 ヤストミ　カンセイ 1171 ヤマシタ　アミ 1172 オオタニ　ユキコ 1173 カトウ　レイナ 1174 モリヤマ　アイ

今村　吏桜 中西　　伶 寺山　晴登 安富　寛晟 山下　アミ 大谷祐希子 加藤　麗奈 森山　亜衣

181 ヒラマツ　コウタロウ 182 キタダ　トモヒロ 183 マツダ　ナツキ 184 ミナモト　ケイスケ 1181 イマニシ　サクラ　 1182 スド　サユリ 1183 カネ　ナサ 1184 ウチガキ　アヤノ

平松孝太郎 北田　智大 松田夏月輝 源　　桂祐 今西さくら 簀戸佐結理 金　　拿仕 内垣　綾乃
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13 9:18

(大阪学院❶) (甲南❶) (大教大付池田❶) (奈良育英❸)

31 9:18

18 10:03

(興國❶) (洛北❷) (大阪桐蔭❷) (奈良育英❸)

(奈良育英❷) (関大一❷) (近大付❷)

3 7:48 21 7:48

(立命館❸) (大阪桐蔭❸)

16 9:45

(大阪桐蔭❸) (滝川二❷) (奈良育英❶) (大阪学院❷)

17 9:54

(東大阪大柏原❶)

14 9:27 32 9:27

(大阪桐蔭❶) (近大付❸) (奈良育英❷) (滝川二❶)

15 9:36

(滝川二❸) (大阪桐蔭❷) (近大付❶) (浪速❶)

(好文学園❶) (石部❶)

36 10:03

(大阪桐蔭❸) (好文学園❸) (ルネサンス大阪❶) (滝川二❸)

(好文学園❶) (滝川二❸) (大阪桐蔭❷)

34 9:45

(奈良育英❷) (滝川二❷) (好文学園❷) (藤井寺工科❷)

33 9:36

(近大付❷)

35 9:54

(滝川二❸) (大阪学院❷)

(奈良育英❶) (滝川二❷) (ＥＣＣ学園❷)

(ECC学園❸) (滝川二❸) (奈良育英❸) (関大一❸)

(ＥＣＣ学園❷) (滝川二❶) (大阪桐蔭❸) (好文学園❸)

(大阪学院❸)

(ECC学園❷) (近大付❷) (滝川二❷) (奈良育英❶)

(奈良育英❷) (京都翔英❸) (ＥＣＣ学園❷) (滝川二❸)

12 9:09 30 9:09

(興國❷) (甲南❸) (大阪学院❷) #N/A

(好文学園❷) (奈良育英❸) (大阪学院❷) (滝川二❷)

(ルネサンス大阪❷) (ＥＣＣ学園❷) (浪速❸) (滝川二❶)

11 9:00 29 9:00

(東大阪大柏原❶) (滝川二❷)

10 8:51 28 8:51

(滝川二❸) (興國❶) (大阪桐蔭❷) (京都翔英❸)

(いぶき明生❶) (甲南❶)

(ECC学園❸) (石部❷) (滝川二❶) (関大一❸)

(ECC学園❷) (滝川二❸) (近大付❸) (奈良育英❸)

9 8:42 27 8:42

(滝川二❸) (大阪学院❶)

8 8:33 26 8:33

(大阪学院❸) (大阪桐蔭❷) (滝川二❶) (東大阪大柏原❶)

(奈良育英❷) (甲南❸)

(滝川二❷) (大阪桐蔭❸) (ＥＣＣ学園❷) (大産大付❶)

(大阪桐蔭❷) (滝川二❶) (大阪学院❶) (ＥＣＣ学園❷)

7 8:24 25 8:24

(興國❷) (奈良育英❷)

6 8:15 24 8:15

(立命館守山❸) (滝川二❶) (奈良育英❸) (大阪学院❸)

(大阪学院❸) (高島❷)

(大阪学院❸) (奈良育英❶) (大阪桐蔭❷) (滝川二❸)

(Ｎ❶) (大阪学院❶) (滝川二❷) (近大付❷)

5 8:06 23 8:06

(大阪学院❸) (興國❷)

4 7:57 22 7:57

(甲南❸) (日ノ本学園❶) (大阪学院❸) (近大付❷)

(甲南❷) (同志社国際❸)

2 7:39 20 7:39

(大阪桐蔭❸) (関西学院❸) (奈良育英❷) (大阪学院❸)

(滝川二❷) (ルネサンス大阪❶)

(京産大付❸) (奈良育英❸) (日ノ本学園❶) (大阪桐蔭❷) (大阪学院❷) (滝川二❶)

組 時間 組 時間

1 7:30 19 7:30

(滝川二❶) (甲南❷)

2022年度（第47回）関西ジュニアゴルフ選手権競技　決勝　第１日

と　き：2022年7月28日（木）

ところ：宝塚ゴルフ倶楽部・新コース

　☎　：0797-71-2251アウトスタート（男子15～17歳） インスタート（女子15～17歳）


