
　 　

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

（県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年）

11 うちむら　ゆうさく 12 みあけ　れん 13 さとう　みらー 1011 まるお　しいな 1012 やら　みゆひ 1013 しげたに　かの

内村　優作 三明　蓮 佐藤　ミラー 丸尾　海七 屋良美夕陽 重谷　花乃

21 よしなが　きょういちろう 22 みのて　ひより 23 かん　くさ 24 ごとう　そうじろう 1021 いのうえ　らにい 1022 くろき　ゆめ 1023 おおが　まなみ 1024 もとたに　りお

吉永匡一郎 蓑手　陽和 姜　久史 後藤　総司朗 井上　來虹 黒木　　夢 大賀　愛娘 元谷　理央

31 いけだ　こうすけ 32 ひが　れお 33 なかむら　とらのすけ 34 みあけ　ゆうた 1031 なかむら　あずさ 1032 ほしひら　あい 1033 すぎやま　あすか 1034 ながの　ひなた

池田　　洸祐 比嘉　玲王 中村　虎ノ介 三明　優太 仲村　　梓 星平　　愛 杉山あすか 長野　姫詩

41 おかむら　こうた 42 つかはら　たいが 43 いとう　しいた 44 かとう　れん 1041 あらかき　くらら 1042 くろき　たから 1043 うえの　ことみ 1044 しらがき　みそら

岡村　昂太 塚原　大雅 伊東　海太 加藤　蓮 新垣くらら 黒木　　宝 上野　琴美 白垣　美空

51 くが　けんしん 52 いむら　やまと いとう　みなと 54 はまうず　いっき 1051 はやしだ　まりん 1052 すざき　ひより 1053 おのうえ　れみ 1054 たかさと　まきこ

久我　健心 井村　大和 伊東　湊 濱渦　一輝 林田　万輪 須崎　日愛 尾上　礼美 髙里真貴子

61 やまさき　よしや 62 しぶや　しょうま 63 ご　えつのり やまもと　りゅうのすけ 1061 はな　たくいつ 1062 みやの　はんな 1063 かい　さき 1064 さとう　ゆな

山﨑　義也 渋谷　翔真 呉　越謙 山本龍之介 華　　卓逸 宮野　絆央 甲斐　咲希 佐藤　由奈

71 やまもと　たいせい 72 さきむら　こうせい よぎ　ゆめ 1071 みやぎ　ゆう 1072 こう　とく 1073 たのうえ　さくら 1074 いの　かみゆ

山本　大勢 﨑村　光生 與儀　　夢 宮城　　柚 洪　　德 田上　　桜 猪野花美優

81 ながさき　こうしん 82 ゆあさ　ゆうだい 83 いわかわ　れお 84 かねなわ　まさむね 1081 ながやま　あい 1082 ささき　れい 1083 ひらばやし　りおん

☆ 長﨑　煌心 湯浅　優大 岩川　礼央 金縄　眞宗 永山　藍生 佐々木玲衣 平林　莉央

91 おおち　りくと 92 ひらた　けんしん 93 かのう　しん 94 あらき　まなと 1091 はただ　るい 1092 こいで　めい 1093 やはた　あんな 1094 とうやま　ゆな

大地　陸遥 平田　兼慎 叶　震 荒木　　眞翔 畠田　　瑠 小出　芽衣 矢幡　杏奈 當山　由菜

101 ながさき　たいせい 102 こが　りょうへい 103 あない　のぶなお 104 いちかわ　うんかい 1101 ひぐち　ここ 1102 いさやま　ちひろ 1103 おちあい　にじな 1104 かない　さらさ

長﨑　大星 古賀　遼平 穴井　　伸直 市川　雲海 樋口　瑚子 諌山　千紘 落合　虹凪 金井　更紗

111 ほかいわど　せいじ 112 むらた　とうじ 113 ささき　ことね 114 えびさわ　げんたろう 1111 あらき　ななみ 1112 ひらなか　あやな 1113 ほかぞの　かりな 1114 たにぐち　りおん

外岩戸晟司 村田　統児 佐々木　心音 海老沢　源太朗 荒木　七海 平仲　朱那 外園華莉南 谷口　凛音

121 たかはし　ぎん 122 ひらお　こうた 123 やまだ　つばさ 124 せきの　らいき 1121 かのう　ゆい 1122 じゅうくろぎ　かなう 1123 とくしげ　あお 1124 うらがみ　いな

高橋　銀 平尾　孝太 山田　　翼 関野　来希 ☆ 叶　　結衣 重黒木奏羽 徳重　藍 浦上　唯那

131 にしじま　げんぷう 132 もり　ひゅうが 133 いなだ　けんしん 134 やまさき　たいき 1131 とよだ　ひかる 1132 なか　ちか 1133 しりえだ　もえか 1134 かまだ　りこ

西嶋　元風 森　　陽向 稲田　堅心 山崎　太喜 豊田ヒカル 名嘉　千翔 尻枝　萌華 鎌田　理古

141 ごや　ようせい 142 はなだ　こうのすけ 143 そとわ　しどう 144 しらい　のぞみ 1141 なかま　りお 1142 かわべ　ひなた 1143 えびはら　ひな 1144 はしもと　くれは

呉屋　陽星 花田幸之助 外輪　獅童 白井　望 中間　理桜 川部　日向 蛯原　陽菜 橋本　紅葉

151 ひがしおんな　こうき 152 おおまち　しんたろう 153 くきもと　しゅう 154 なかま　りき 1151 おおさか　はるか 1152 きみじま　はな 1153 せき　はな

☆ 東恩納昊貴 大町　晋太郎 久木元　孜羽 中間　理稀 逢坂　　遥 君島　花華 関　　　華

161 やまもと　むさし 162 かしわぎ　はると 163 なかむら　りきと 164 しらい　よう 1161 よしざき　まーな 1162 しんどう　ゆうな 1163 よしまつ　すずな 1164 おおた　かこ

山本　武蔵 柏木　陽翔 仲村　力彪 白井　陽 吉﨑マーナ 神道　優奈 吉松　鈴梨 太田　佳来

1171 ひろよし　ゆりな 1172 かわごえ　れな 1173 あらかき　よしか 1174 いちのせ　りりい

☆印は全国シード選手 廣吉優梨菜 川越　玲奈 新垣　快加 一ノ瀬哩莉衣

1181 はしもと　ゆう 1182 にしやま　こころ 1183 かたおか　あみり 1184 やくしんじ　みゆ

※受付は午前６時30分開始。欠席者が出た場合など、 橋本　ゆう 西山こころ 片岡彩実里 薬真寺美結

1191 ほんだ　むうる 1192 よしだ　むる 1193 ふくどめ　みさき 1194 もりした　かのん

本田　夢麗 吉田　夢瑠 福留　　岬 森下　佳音

1201 たましろ　ごうか 1202 まつお　ももこ 1203 なかやま　みそら 1204 おかどめ　ゆな

玉城　豪華 松尾　桃子 中山未想良 岡留　夢叶

1211 こみなと　れいら 1212 ふじの　そら 1213 よしずみ　ももか 1214 ほりぐち　のあ

小湊　鈴蘭 藤野　蒼來 吉住　百華 堀口　乃愛

第43回九州沖縄中学校ゴルフ選手権春季大会

＜第１日＞
と　き：2022年12月22日（木）

アウトスタート（男子の部） インスタート（女子の部）
ところ：大分カントリークラブ・月形コース
　☎　：097-595-1084

（沖縄・桑江❷） （宮崎・赤江❷） （沖縄・美東❸） （福岡・片江❷）

組 時間 組 時間

1 8:00 17 8:00

（宮崎・日章学園❸） （福岡・沖学園❸）

3 8:16 19 8:16

（大分・大分❸） （沖縄・沖縄カトリック❷）

2 8:08 18 8:08

（福岡・洞北❸） （鹿児島・大口中央❸） （福岡・思永❸） （大分・青山❸）

（宮崎・大宮❶） （福岡・沖学園❶） （沖縄・沖縄東❸） （宮崎・東大宮❷） （福岡・八女学院❷） （熊本・龍田❶）

（福岡・沖学園❷） （宮崎・大王谷❷） （福岡・東光❶） （熊本・出水❸）

5 8:32 21 8:32

（熊本・武蔵ケ丘❸） （福岡・柏原❷）

4 8:24 20 8:24

（宮崎・日章学園❷） （沖縄・久志❸） （大分・大分❷） （福岡・当仁❶）

（大分・大分❶） （福岡・沖学園❶） （熊本・西合志南❷） （福岡・沖学園❶） （長崎・川棚❸） （沖縄・沖縄カトリック❸）

（沖縄・久志❸） （宮崎・大王谷❸） （熊本・三角❸） （福岡・吉塚❷）

7 8:48 23 8:48

（福岡・思永❸） （宮崎・富田❸）

6 8:40 22 8:40

（福岡・杷木❷） （宮崎・日章学園❸） （福岡・長丘❷） （沖縄・久志❷）

（沖縄・東風平❶） （沖縄・読谷❸） （福岡・稲築東❷） （熊本・菊池南❸） （宮崎・日章学園❶）

（福岡・沖学園❷） （長崎・立淵❷） （宮崎・日章学園❸） （沖縄・沖縄カトリック❶）

9 9:04 25 9:04

（福岡・沖学園❸） （宮崎・延岡❶）

8 8:56 24 8:56

（宮崎・日章学園❸） （福岡・春日東❷） （鹿児島・伊﨑田❶） （福岡・蒲池❶）

（福岡・原❷） （熊本・武蔵ケ丘❶） （福岡・吉塚❸） （大分・大分❸） （福岡・沖学園❸） （沖縄・普天間❸）

（福岡・千代❶） （宮崎・日章学園❶） （大分・大分❶）

11 9:20 27 9:20

（鹿児島・志布志❸） （福岡・守恒❶）

10 9:12 26 9:12

（宮崎・日章学園❶） （福岡・多々良中央❸） （大分・大分大教付❷） （宮崎・日章学園❶）

（宮崎・日章学園❷） （福岡・原中央❸） （熊本・玉名❸） （沖縄・沖縄カトリック❸） （宮崎・日章学園❷） （福岡・沖学園❶）

（佐賀・龍谷❸） （大分・大分❸） （熊本・錦ケ丘❷） （福岡・沖学園❷）

13 9:36 29 9:36

（福岡・平尾❸） （宮崎・五十市❸）

12 9:28 28 9:28

（大分・湯布院❷） （宮崎・日章学園❶） （沖縄・美里❶） （福岡・川崎❶）

（福岡・沖学園❶） （熊本・菊池南❷） （熊本・玉名❸） （沖縄・琉球大教付❶） （宮崎・都城西❸） （福岡・沖学園❶）

（福岡・沖学園❸） （宮崎・日章学園❸） （大分・大分❷） （熊本・出水❶）

15 9:52 31 9:52

（沖縄・普天間❷） （福岡・舞鶴❶）

14 9:44 30 9:44

（沖縄・美里❷） （福岡・熊西❶） （長崎・小島❸） （宮崎・宮崎大教付❷）

（熊本・錦ケ丘❷） （福岡・西南学院❶） （宮崎・檍❸） （福岡・沖学園❸） （沖縄・久志❷）

（福岡・西南学院❸） （大分・大分❶） （福岡・舞鶴❸） （熊本・白川❶）

※２１日（水）の開会式は、予定を変更し中止とする。

　欠席者が出た場合など、組み合わせやスタート時間を変更する場合がある。

（福岡・折尾❶） （熊本・京陵❶） （沖縄・鏡原❸） （宮崎・日章学園❷）

（沖縄・沖縄カトリック❸） （福岡・高宮❷） （宮崎・日章学園❸） （熊本・東部❷）

33 10:08

16 10:00 32 10:00

（福岡・沖学園❷） （宮崎・日章学園❷） （福岡・鎮西❷） （宮崎・宮崎大教付❷）

（福岡・日の里❶） （熊本・北部❸） （宮崎・大塚❷） （大分・津久見二❷）

35 10:24

（熊本・長嶺❸） （福岡・沖学園❸） （鹿児島・鹿児島大教付❷） （沖縄・沖縄カトリック❶）

34 10:16

37 10:40

（熊本・合志❸） （鹿児島・郡山❶） （福岡・古賀❶） （宮崎・日章学園❶）

36 10:32

（沖縄・うんな❸） （福岡・沖学園❸） （宮崎・日章学園❸） （鹿児島・志布志❷）


