
　 　

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 タカクシオン 12 オカダレオン 13 マツモトコイヒロ モリカサライ ナカモトオウキ タオダサクア ヨシユキアムロ

髙久　幸穏 岡田　怜音 松本　鯉優 森笠　来唯 中本　旺希 垰田　朔天 吉行アムロ

21 アワムラシュウト 22 ゴウダタケヨシ 23 ホリグチシオン サカモトタイガ サトウショウタ フジタイッペイ フジミツタクミ

阿波村　修仁 合田　武吉 堀口　獅恩 坂本　大賀 佐藤　翔太 藤田　一平 藤光　拓海

カワベリエ スズキジェナ　アイ イシダシュリナ マツモト シュンノスケ サトウヒナタ ヤマモトコウタ ナカウエリョウマ

河邉　りえ 鈴木ジェナ　愛 石田樹璃菜 松本瞬乃介 佐藤　日向 山本　煌大 中上　遼真

41 テヅカセイゾウ 42 ドイユウガ 43 タテイシリョウセイ 44 マノシロハヤト ヤスカワタカシ ヤナギシュンペイ クイダコタロウ タカタエイタロウ

手塚　晴三 土居　侑雅 立石　良誠 馬城　颯士 安川　　貴 柳　　俊平 杭田琥太郎 髙田英太郎

51 ヤマナカダイキ 52 サンボンギトモキ 53 ハマナカユウキ 54 オカダリュウノスケ カンダヒイロ タケモトキナ ミヤゾノユリナ

山中　大輝 三本木智輝 濱中　祐輝 岡田龍之助 神田　陽色 竹本　希凪 宮園ゆりな

マニワミカ ミヤケユナ ヤマオカルイ フジヤスマリン エヤマカホ ウエダアヤネ マキシエリ

真庭　光花 三宅　結菜 山岡　瑠生 藤安　真凛 江山　果穂 上田　絢音 巻　　詩詠梨

101 オガワジュキト 102 モガリジュンセイ 103 ナワタショウイチ 111 タカヤマタイシ サカモトハルカ マツモトマナミ マニワサキ ウエノリンカ

小川寿興翔 茂刈　淳晟 縄田　翔一 髙山大維志 坂本　　遥 松本　愛未 真庭　咲希 上野　梨花

ヒロセハルナ ハシモトミヅナ ヤナギアイカ クサナギサクラ コバヤシユメハ タツモトナツキ ヤマノリサコ ミヤケハナ

広瀬　春菜 橋本美津奈 柳　藍佳 草薙さくら 小林　夢羽 龍本　奈月 山野莉彩子 三宅　羽奈

オカダコア コバヤシエリコ ハヤシアイコ タダヒラリ ナガタミキ アカシルカ テラオカリオン アカシリノ

岡田　心愛 小林江梨子 林　あいこ 多田　柊凛 長田　美紀 明石　瑠花 寺岡　鈴音 明石　璃乃

タケヒロエミリ サカイザワユウ ハルナイロハ カキミホ カジタニシュン ヒサツネユウキ ヒライユウセイ コウモトリキヤ

武廣　えみり 境澤　　有 春名　彩羽 垣　　美穂 梶谷　　駿 久常　優樹 平井　優成 河本　力哉

1111 タカタケイイチロウ 1112 イドユウスケ 1113 フジモリカノ カガワトモキ ノガミジダン イトウソラチ イトウカイチ

髙田圭一郎 井土　裕介 藤森　耶野 香川　倫輝 野上　時暖 伊藤　天智 伊藤　海智

1121 タナカカイト 1122 コバヤシトワ 1123 イケダユウラ 1124 ホウジョウヤクモ アオイヒメナ オキハラクルミ ミキエレン ハタフミカ

田中　海翔 小林　飛羽 池田　侑羅 北條　陽雲 青井　姫奈 沖原玖琉弥 三木　瑛蓮 秦　　悠栞

1131 オオシマミナト 1132 アンドウコウタロウ 1133 アンドウヒカル 1134 コウモトラン ヤマムロヒナ ヤマサキハルキ スズキジュリア モリマナミ

大嶋　　港 安東航太郎 安藤　　輝 河本　　蘭 山室　日菜 山﨑　晴稀 鈴木樹梨愛 森　　愛深

サガワカホ ハナシタイチゴ ナカムラユキ ハラマイカ モリタキラ マツシタマナヤ オカコウキ フジエトウヤ

佐川　佳帆 花下　苺 中村　有希 原　舞香 森田　　輝 松下　愛弥 岡　　幸樹 藤江　十弥

ギオンミイナ アオヤマユズユ ウオミサクラ フヤマリコ ナカジマチヒロ ミツナミクルミ タニグチリコ ヤスダハナ

祇園美衣菜 青山ゆずゆ 魚見　彩倉 普山　綾心 中島　千宙 光浪くるみ 谷口　莉子 安田　　華

1141 セキモトユウキ 1142 ハギハラタイキ 1143 マツザキタイチ ナカムラユイ オダユウユ ミヤウチミク

関本　悠希 萩原　大己 松﨑　泰知 中村　　結 小田　祐夕 宮内　美空

1151 セライヒロキ 1152 ミハラソウマ 1153 アカシハルト

瀬来　寛樹 三原　颯真 明石　晴人

※色分け 高校男子 高校女子 中学男子 中学女子 となります。

※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ります。

（岡山・関西❷） （岡山・関西❷）

16 10:00

（岡山・滋慶学園❷） （岡山・滋慶学園❷） （山口・山口❷）

17 10:07
（鳥取・米子北斗❷） （島根・平田❷） （島根・松江南❶）

（岡山・岡山理大附❷） （岡山・岡山理大附❷） （岡山・岡山理大附❷） （岡山・岡山理大附❷）

14

15 9:52

（岡山・岡山理大附❶） （岡山・岡山理大附❶） （岡山・岡山理大附❶）

11 9:22

（岡山・作陽❷） （岡山・作陽❷） （岡山・作陽❷）

12 9:30

（岡山・作陽❷） （岡山・作陽❷） （岡山・作陽❶） （岡山・作陽❶）

27

9:2228

（岡山・岡大附属❸） （岡山・倉敷一❸） （岡山・連島❸） （岡山・山田❸）

26 9:07

（山口・高川学園❸） （山口・高川学園❸） （山口・高川学園❷）

24 8:45

（広島・如水館❶） （山口・高川学園❶） （山口・高川学園❶）

（島根・斐川西❷）（島根・出雲三❷）（鳥取・米子北斗❸）（鳥取・青翔開智❸）

（岡山・藤田❷）（岡山・興除❷）（岡山・木之子❷）（岡山・石井❷）

第43回中国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会

＜指定練習日＞
と　き：2022年12月14日（水）

■アウトスタート ■インスタート
ところ：広島カンツリー倶楽部・西条コース

　☎　：082-426-0123

（広島・瀬戸内❶） （広島・中広❸） （広島・段原❸） （広島・段原❷） （広島・高屋❶）

組 時間 組 時間

1 8:00 18 8:00

（広島・瀬戸内❶） （広島・瀬戸内❶）

3 8:15 20 8:15

（広島・瀬戸内❷） （広島・如水館❶）

2 8:07 19 8:07

（広島・瀬戸内❶） （広島・瀬戸内❷） （広島・瀬戸内❶）

（広島・如水館❶） （広島・阿佐南❷） （広島・盈進❷） （広島・祇園❶） （広島・西条❶）

（広島・己斐上❸） （広島・口田❸） （広島・落合❸） （広島・井口台❸）

5 8:30 22 8:30

（広島・広島国際学院❷） （広島・広島国際学院❷）

4 8:22 21 8:22

（広島・如水館❷） （広島・如水館❷） （広島・如水館❷） （広島・広島商❷）

（広島・広島国際学院❶） （広島・広陵❷）

（広島・安佐❸） （広島・安西❷） （広島・府中学園❷） （広島・府中❷）

（広島・吉島❸） （広島・八本松❸） （広島・昭和北❸） （広島・口田❸）

13 9:37

（岡山・関西❷） （岡山・関西❶）

（広島・亀山❷） （広島・鳳❷） （広島・府中学園❶） （広島・鳳❶）

（岡山・金光❷）（岡山・東山❸）（岡山・津山東❸）（岡山・総社東❸）

（岡山・倉敷一❶）（岡山・倉敷一❸）（岡山・灘崎❸）（岡山・灘崎❸）

（広島・如水館❷） （山口・高川学園❶） （岡山・加賀❷） （岡山・勝田❶）

9:45

9:15

7 8:45

（山口・高川学園❷） （山口・高川学園❷）

10 9:15

6 8:37 23 8:37

（広島・広島国際学院❷） （広島・広島国際学院❷） （広島・広島国際学院❶） （広島・広島国際学院❶）

（岡山・作陽❷） （岡山・作陽❶）

（岡山・作陽❷）

（岡山・作陽❷）

（岡山・岡山理大附❶）

（山口・高川学園❷）

9 9:07

30 9:37

（山口・高川学園❶） （山口・高川学園❶）

8 8:52

29 9:30

（山口・高川学園❶）

（山口・高川学園❷）

（山口・高川学園❶）（山口・高川学園❶）

31 9:45

（岡山・作陽❶）

（岡山・作陽❶）

（岡山・作陽❷）

25 8:52

（鳥取・青翔開智❸） （島根・東出雲❷） （鳥取・倉吉東❶） （島根・斐川西❶）

32 9:52

33 10:00

（山口・萩西❶） （山口・深川❶） （山口・高千帆❸）


