
　 　

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）

309 モリモト　コトナ 310 タケナカ リン 311 イシカワ マナ 312 ヤマモト サクラ 109 ドイ カレン 110 フクズミ　アイ 111 タナカ　ヒオ 112 タドコロ　サアラ

森本　寿叶 82 武中　鈴音 83 石川　実愛 83 山本　　桜 84 土井かれん 80 福住　あい 80 田中　姫生 81 田所さあら 81

305 サトウ　サラ 306 サワダ　ミク 307 カクタ　ネオ 308 ゴトウダ　リン 105 ナカムラ　ハナ 106 オカ　リオン 107 マツウラ　アオイ 108 カガワ　リホ

佐藤　小洛 78 澤田　珠加 79 角田　寧音 80 後藤田　凛 81 中村　巴南 79 岡　　里音 79 松浦　　葵 79 香川　倫穂 79

301 キクタ　ヒナ 302 フクザキ　ミミ 303 マエガワ ミオ 304 イノウエ　アミナ 101 モリムラ ミユウ 102 イシハラ　マウ 103 タカギシ　リン 104 コバヤシ モユ

菊田　ひな 75 福崎　美々 76 前川　実桜 77 井上蒼海奈 77 森村　美優 73 石原　麻羽 76 髙岸　　鈴 77 小林　桃幸 78

313 ヤマシタ　ホホ 314 タムラ　ナナコ 315 ウラノ ユウカ #N/A 113 キシモト　チヒロ 114 カワムラ　チナミ 115 スズキ　アンリ 116 カンベ　メイ

山下　　微 86 田村菜々子 88 浦野　裕花 93 #N/A #N/A 岸本　千空 83 河村智菜美 83 鈴木　杏梨 84 神部　芽依 84

316 シバオ　ウリ 317 サトウ　リノ 318 イマニシ　サワ #N/A 117 ヤマモト　サクラ 118 ムラオ　ミサキ 119 タグチ　カリン 120 ホリベ　アオイ

柴尾　羽梨 93 佐藤　梨乃 95 今西　早和 98 #N/A #N/A 山本　咲楽 84 村尾　実咲 85 田口　夏鈴 88 堀部　　葵 91

319 タバタ　コユキ 320 クボ ミユ 321 サクライ　コトネ #N/A 121 コヤマ　ハルナ 122 フジタ　ユウ 123 フルセ　ミサキ 124 #N/A

田畑　湖雪 103 久保　実由 105 櫻井　琴音 106 #N/A #N/A 小山　遥菜 92 藤田　　侑 98 古瀬みさき 106 #N/A #N/A

225 キム ハンリョン 226 アオシマ　コウ 227 ヨコバタケ　エイジ 228 ナカガワ ユウセイ 17 アキヤマ　カズミチ 18 タナカ　ジン 19 ヤマモト　ユウタ 20 ナカムラ ショウエイ

金　　学蓮 93 青嶋　　滉 94 横畠　詠侍 97 中川　湧聖 98 秋山　一道 87 田中　　仁 88 山本　悠太 88 中村　翔英 89

221 モリ ミヒロ 222 ハラダ　センカ 223 サガノ　コウキ 224 サトウ　ケイタ 13 ミタニ　ハヤテ 14 ウノ　ヒロキ 15 クチナカ　リョウヤ 16 モリモト　ショオ

森　　海大 90 原田　千力 90 佐賀野倖生 91 佐藤　圭太 93 三谷　　颯 83 宇野　博揮 85 口中　凌也 85 森本　祥央 87

217 マツムラ ジュイ 218 ナカムラ リュウセイ 219 ツツミ　コウエイ 220 ヤノ ミズキ 9 オダ　マナト 10 ツユタニ　サクマ 11 コマツ　タイヨウ 12 イシガキ　ヒカル

松村　寿威 88 中村　龍世 88 堤　　恒瑛 89 矢野　瑞樹 89 小田　優斗 80 露谷　咲真 80 小松　大洋 81 石垣　光琉 81

213 ホシノ　コウキ 214 タナカ ユウキ 215 タケイ　イッキ 216 ユン　テチ 5 マナベ　コウ 6 ミカモ　レオ 7 ハマブチ　ヒロキ 8 タケウチ　コウセイ

星野　煌貴 84 田中　優希 84 竹井　一起 86 尹　　大治 86 眞鍋　晄生 78 美甘　漣音 78 濵渕　裕生 79 竹内　康晴 79

209 アサイ　ハルタ 210 ヤノ イズキ 211 ソヤマ　ケンシロウ 212 ヒラボシ ソウマ 1 ハラ　テツタロウ 2 タルミ　ケンタ 3 フクハラ　トム 4 マツイ　リウラ

浅井　晴太 80 矢野　稜己 81 曽山堅士朗 81 平星　颯真 84 原　鉄太郎 70 垂水　賢太 73 福原　渡夢 73 ☆松井琳空海 76

205 ミヤモト イチリ 206 ナカスギ　オウセイ 207 ツユタニ トウマ 208 カガミハラ ラクト 21 ハラダ　ケンタロウ 22 ナカノ　ユウキ 23 タカダ　マサル #N/A

宮本　一凛 76 中杉　桜盛 77 露谷　斗真 79 鏡原良功斗 79 原田健太朗 91 中野　佑哉 92 高田　　優 92 #N/A #N/A

201 シノハラ カズキ 202 タケダ コウタ 203 マツシタ　カナデ 204 サガノ　ユウキ 24 ナガオカ　ソウキ 25 アラカワ ヨウヘイタ 26 ヨシダ ユウキ #N/A

篠原　和樹 73 武田　紘汰 74 松下　　奏 75 佐賀野祐生 76 長岡　蒼稀 96 荒川陽平太 98 吉田　有希 104 #N/A #N/A

229 シノハラ ユウタ 230 キシモト　タカヒロ 231 キムラ シンイチロウ 232 カシハラ ユウガ 27 キタオカ ヨシヒロ 28 ハシモト マサキ 29 カネダ　シエイ #N/A

篠原　佑汰 104 岸本　貴裕 104 木村新一郎 104 柏原　有冴 105 北岡　義裕 109 橋本　昌樹 120 金田　志映 123 #N/A #N/A

233 タカハシ　イッサ 234 エンドウ ワタル 235 クモン　カンスケ 236 ニシムラ　タクマ

髙橋　一心 106 遠藤　亘琉 109 公文　勘介 110 西村　拓真 130

・高校男子上位11人、高校女子上位10人、中学男子上位6人、中学女子上位5人が全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会の出場権を獲得

・☆印は全国シード選手

・受付は午前6時30分開始

・欠場者がでた場合など、組み合わせやスタート時間を変更する場合がある

＜最終日＞

28 9:36

（愛媛・松山聖陵❷） （高知・土佐塾❶） （高知・土佐塾❶） #N/A

29 9:44

（高知・土佐塾❶） （高知・土佐塾❶） （高知・明徳義塾❶） #N/A

14 9:44

（高知・大津❸） （高知・明徳義塾❶） （香川・牟礼❸） （徳島・生光学園❷）

15 9:52

（高知・明徳義塾❶） （徳島・阿南❶） （高知・高知❷） （高知・高知❸）

（高知・明徳義塾❶） （徳島・生光学園❶） （香川・四国学院大香川西❷） （香川・四国学院大香川西❷）

13 9:36

（愛媛・川之江北❸） （徳島・藍住東❸） （高知・明徳義塾❸） （高知・明徳義塾❷）

8:32 20 8:32

（高知・三里❸） （高知・明徳義塾❷）

4 8:24 19 8:24

（香川・善通寺西❷） （徳島・藍住東❷） （徳島・川島❸） #N/A

12 9:28 27 9:28

（高知・青柳❸） （高知・明徳義塾❸） （高知・一宮❶） （香川・龍雲❸）

7 8:48 22 8:48

（愛媛・津田❶） （高知・明徳義塾❸）

9 9:04 24 9:04

（香川・高松一❶） （香川・丸亀西❶）

8 8:56 23 8:56

（香川・多度津❷）

（徳島・生光学園❶） （香川・四国学院大香川西❷） （高知・高知中央❶） （香川・四国学院大香川西❶）

（香川・四国学院大香川西❷） （高知・明徳義塾❷） （徳島・生光学園❷） （愛媛・松山聖陵❷）

（高知・明徳義塾❶） （高知・明徳義塾❶） （高知・明徳義塾❷） #N/A

（高知・明徳義塾❷） （高知・高知中央❶） （高知・高知中央❶） （高知・明徳義塾❷）

（香川・四国学院大香川西❷） （香川・四国学院大香川西❶） （香川・英明❶） （高知・明徳義塾❶）

11 9:20 26 9:20

（愛媛・松山南二❷） （愛媛・西条西❸）

10 9:12 25 9:12

（高知・明徳義塾❶） （徳島・大麻❸） （愛媛・鴨川❶） （高知・明徳義塾❷）

（高知・明徳義塾❸） （香川・協和❶）

（高知・高知❸） （高知・明徳義塾❸） （高知・高知❷）

（香川・丸亀西❷） （徳島・城西❷）

（高知・明徳義塾❷） （徳島・上板❷） （高知・明徳義塾❸） #N/A

（高知・明徳義塾❸） （徳島・小松島南❶） （高知・明徳義塾❷） （香川・坂出❶）

（徳島・生光学園❶） （高知・高知中央❶） （香川・四国学院大香川西❷） #N/A

（香川・四国学院大香川西❷） （愛媛・宇和❶）

（徳島・阿南❶） （高知・高知❸）

（高知・明徳義塾❸） #N/A （高知・明徳義塾❷） （高知・高知中央❶）

（高知・高知❷） （愛媛・新田❷）

（高知・明徳義塾❷） （高知・明徳義塾❶）

（高知・明徳義塾❶） （高知・高知中央❶）

（香川・高松中央❶） （高知・高知中央❷） （徳島・生光学園❶） （香川・高松中央❶）

6 8:40 21 8:40

（香川・香川大教付坂出❸） （高知・土佐女❷） （香川・高松中央❶） （高知・明徳義塾❷） （高知・明徳義塾❷）

3 8:16 18 8:16

（香川・志度❸） （高知・明徳義塾❸）

2 8:08 17 8:08

（高知・明徳義塾❸） （愛媛・高浜❶） （愛媛・松山北❸） （徳島・城西❸）
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第43回四国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会

と　き：2022年12月27日（火）

■アウトスタート ■インスタート
ところ：Jクラシックゴルフクラブ

　☎　：088-695-5215

（香川・四国学院大香川西❷）

組 時間 組 時間

1 8:00 16 8:00

（高知・明徳義塾❶） （高知・高知国際❸）


