
＜アウト（二の丸）スタート＞男子の部

組 時間 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年

◎宮浦　拓都 田湯　日々東 佐々木　快晟 杉本　翔
ミヤウラ　タクト タユ　ヒビト ササキ　カイセイ スギモト　ショウ

◎森下　紘 町田　虎汰朗 藤原　諒星 後藤　陸步
モリシタ　ヒロ マチダ　コタロウ フジワラ　リョウセイ ゴトウ　リクト

◎廣木　直翔 宮城　ジョセフ 張　峻苒 林田　聖也
ヒロキ　ナオト ミヤギ　ジョセフ チョウ　ジュンラン ハヤシダ　セイヤ

荒木　清太郎 糸山　嶺央 宮本　瑛樹 下ノ堀　功太
アラキ　ショウタロウ イトヤマ　レオ ミヤモト　エイジュ シモノホリ　コウタ

◎岡﨑　煌稀 甲元　迅 出利葉　煌太郎 #N/A
オカザキ　コウキ コウモト　ジン イデリハ　コウタロウ #N/A

三瀬　瑛大 松浦　秀 亀田　悠生 花園　一真
ミセ　エイタ マツウラ　シュウ カメダ　ユウセイ ハナゾノ　カズマ

◎矢田　賢司 溝川　陽大 堤野　洋介 田中　希來
ヤダ　ケンシ ミゾカワ　ハルト ツツミノ　ヨウスケ タナカ　キラ

梯　量太 前田　哲宏 福田　翔太 田村　瑠唯
カケハシ　リョウタ マエダ　テツヒロ フクダ　ショウタ タムラ　ルイ

竹國　龍之介 新木　蘭丸 上野　廉尋 八木　佑弥
タケクニ　リュウノスケ アラキ　ランマル ウエノ　レンシン ヤギ　ユウヤ

新居　煌大 吉松　優馬 北本　太一 吉川　夏優
ニイ　コウダイ ヨシマツ　ユウマ キタモト　タイチ ヨシカワ　ナユタ

◎高柳　大河 加藤　金次郎 清本　増人 市瀬　空留
タカヤナギ　タイガ カトウ　キンジロウ キヨモト　マスト イチセ　カイル

佐藤　遼 白川　統太郎 瀧田　琥白 山下　蒼馬
サトウ　リョウ シラカワ　トウタロウ タキタ　コハク ヤマシタ　ソウマ

山路　朝陽 小池　悠太 三浦　秀晴 高浦　維吹
ヤマジ　アサヒ コイケ　ユウタ ミウラ　ヒデハル タカウラ　イブキ

◎織田　瑛太 広澤　敬也 小山田　遼雅 井上　大鳳
オダ　エイタ ヒロサワ　タカヤ オヤマダ　リョウガ イノウエ　オオリ

◎小澤　優仁 岡田　凛空 峯村　怜 戸髙　隆世
オザワ　ヒロト オカダ　リク ミネムラ　レイ トダカ　リュウセイ

宮本　悠空 稲葉　輝海 荒川　遼 有賀　瑛一朗
ミヤモト　ユラ イナバ　ルキア アラカワ　リョウ アリガ　エイイチロウ

粂谷　莉央 池田　烈琉 春原　夕真 田中　周
クメガイ　リオ イケダ　タケル スノハラ　ユウマ タナカ　アマネ

＜イン（三の丸）スタート＞女子の部

組 時間 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年

◎猪俣　茉央 澤村　日和理 ゴヴォロヴスキー　麗奈 ◎安藤　絹
イノマタ　マオ サワムラ　ヒヨリ ゴヴォロヴスキー　レナ アンドウ　キヌ

◎岡部　薫 後藤　まなか 乃上　眞舞 呉屋　萌々子
オカベ　カオル ゴトウ　マナカ ノガミ　マイ ゴヤ　モモコ

新城　百恵 後藤　彩吹 渡邉　希風 橋本　玲凜
シンジョウ　モモエ ゴトウ　イブキ ワタナベ　ノノカ ハシモト　レイリ

西田　鈴 名嘉真　萌衣 齋藤　陽彩 藤木　桜
ニシダ　リン ナカマ　メイ サイトウ　ヒイロ フジキ　サクラ

◎佐々木　花虹 寺岡　虹 渡邉　希音 松永　帆加
ササキ　ハナコ テラオカ　コウ ワタナベ　キイ マツナガ　ホノカ

福田　桃々 青井　寧々 三木　夢依 本村　彩歌
フクダ　モモ アオイ　ネネ ミキ　メイ モトムラ　アヤカ

☆本村　紅音 ◎山本　智亜紗 山下　萌寧 竹田　妃菜
モトムラ　アカネ ヤマモト　チアサ ヤマシタ　モネ タケダ　ヒナ

佐藤　心裕 吉村　莉央 中西　亜維 山田　眞生
サトウ　ミユウ ヨシムラ　リオ ナカニシ　アイ ヤマダ　マイ

赤松　真帆 道上　稀唯 岩永　梨花 梅本　爽帆
アカマツ　マホ ミチウエ　キイ イワナガ　リンカ ウメモト　アキホ

◎南谷　紗那 木下　陽菜子 中山　愛星 川西　楓
ミナミタニ　サナ キノシタ　ヒナコ ナカヤマ　マナホ カワニシ　カエデ

信藤　好 寺町　美友海 清水　莉理 稲葉　心都
ノブトウ　コノミ テラマチ　ミユミ シミズ　リリ イナバ　コト

宋　宜美 粥川　愛莉 内田　稟子 宮田　愛菜
ソウ　イミ カイガワ　アイリ ウチダ　リコ ミヤタ　アイナ

堀　百花 ◎工藤　夏姫 塩谷　桃々 岡村　侑実
ホリ　モモカ クドウ　ナツキ シオヤ　モモ オカムラ　ユウミ

☆重原　純奈 稲村　かぐや 衣川　真夢 近重　怜奈
シゲハラ　ジュンナ イナムラ　カグヤ キヌカワ　マユ チカシゲ　レナ

村田　芽依 畑中　日葉莉 宇津木　さやか 白旗　みあ
ムラタ　メイ ハタナカ　ヒバリ ウツギ　サヤカ シラハタ　ミア

飯田　柚月 小関　萌衣 高橋　優愛 高木　杏衣
イイダ　ユヅキ オゼキ　メイ タカハシ　ユア タカギ　アイ

西澤　美杏 小野澤　マリア 海老澤　愛泉 #N/A
ニシザワ　ミアン オノザワ　マリア エビサワ　アズミ #N/A

北海道 札幌北 ⑥ 鹿児島県 吉野東 ⑥

令和4年度(第16回)全国小学生ゴルフ春季大会　【練習ラウンド】

主催：スポーツニッポン新聞社　　　　日時：2023年3月２7日(月)
会場：烏山城カントリークラブ

1 7:30 北海道 藤の沢 ⑥ 北海道 伏古北 ⑥

沖縄県 名護 ⑤ 福岡県 吉田 ⑤

国分北 ⑥

3 7:48 佐賀県 神埼 ⑥ 沖縄県 Hope IA ⑥

伊野 ⑥ 愛媛県 川之江 ③ 鹿児島県2 7:39

福岡県 片江 ⑤ #N/A #N/A #N/A

清水 ⑥

5 8:06 山口県 清末 ⑥ 岡山県 御津南 ⑥

高木瀬 ⑥ 福岡県 白水 ⑤ 鹿児島県4 7:57

奈良県 纒向 ⑥ 大阪府 帝塚山学院 ⑥

船場 ⑥

7 8:24 和歌山県 有功 ⑤ 大阪府 八田荘 ⑥

胸上 ⑥ 山口県 黒石 ⑥ 兵庫県6 8:15

兵庫県 兵庫教大附 ⑥ 滋賀県 滋賀大教育学部附 ⑥

網干 ⑥

9 8:42 兵庫県 飾磨 ⑥ 大阪府 恵我 ⑤

関西国際学園 ⑥ 兵庫県 天満南 ④ 兵庫県8 8:33

愛知県 向山 ⑥ 三重県 一身田 ⑤

すずらん台 ⑥

11 9:00 愛知県 相原 ⑤ 愛知県 長根 ⑥

塩屋北 ② 奈良県 矢田 ⑤ 三重県10 8:51

長野県 牟礼 ⑥ 千葉県 昭和 ⑥

川崎 ⑤

13 9:18 岐阜県 竹鼻 ⑤ 愛知県 三郷 ⑤

師勝西 ⑥ 愛知県 旭 ⑤ 三重県12 9:09

長野県 豊科東 ⑥ 東京都 石神井 ⑤

上陽北ぜい学園 ⑥

15 9:36 東京都 府中二 ⑤ 東京都 小山田 ⑤

小野 ⑤ 青森県 城北 ⑤ 福岡県14 9:27

長野県 三輪 ⑥ 千葉県 鶴沢 ⑥

片岡 ⑥

17 9:54 栃木県 栃木三 ⑥ 千葉県 中根 ⑤

青梅三 ④ 茨城県 江戸川学園取手 ⑥ 群馬県16 9:45

北海道 柏 ④ 福岡県 西高宮 ⑥1 7:30 北海道 西岡 ⑥ 北海道 盤渓 ⑤

⑤

北美 ⑥

3 7:48 沖縄県 真地 ⑥ 熊本県 壺川 ⑥

上ノ加江 ⑤ 香川県 亀阜 ④ 沖縄県2 7:39 徳島県 佐古 ④ 高知県

福岡県 飯塚鎮西 ④ 沖縄県

福岡県 岩戸北 ⑥ 熊本県 大江

熊本県 楡木 ④ 佐賀県 千代田中部 ⑥

大江 ⑤

5 8:06 岡山県 御津南 ⑥ 広島県 府中学園 ⑤

伊江西 ⑥ 熊本県 清水 ⑥ 熊本県4 7:57

⑥

小浜 ④

7 8:24 兵庫県 小浜 ⑥ 兵庫県 長尾 ⑥

岡山大教育学部附 ⑥ 岡山県 財田 ⑥ 兵庫県6 8:15 広島県 草津 ⑤ 岡山県

兵庫県 西山 ⑥ 大阪府

兵庫県 難波 ⑥ 奈良県 王寺北

兵庫県 塚口 ⑤ 和歌山県 麻生津 ⑥

御坊 ⑥

9 8:42 和歌山県 港 ⑥ 兵庫県 緑が丘東 ④

五常 ⑥ 大阪府 浜寺昭和町 ⑥ 和歌山県8 8:33

⑥

沢池 ⑥

11 9:00 三重県 千里ケ丘 ④ 愛知県 豊山 ⑤

成美 ⑤ 愛知県 小幡北 ⑥ 大阪府10 8:51 愛知県 愛知教大附名古屋 ⑤ 三重県

愛知県 甚目寺南 ⑥ 愛知県

三重県 員弁東 ⑥ 三重県 城山

福島県 松川 ⑤ 宮城県 ホライゾン学園 ⑥

暁 ⑤

13 9:18 愛知県 竹村 ⑤ 青森県 田面木 ⑤

伊保 ② 愛知県 犬山南 ⑥ 三重県12 9:09

開智 ⑤ 埼玉県14 9:27 千葉県 大栄みらい学園 ⑥ 埼玉県

長野県 通明 ⑥ 埼玉県 東町 ⑥

安行東 ⑥ 埼玉県

☆はシード選手、◎は地区大会優勝選手

愛媛県 角野 ⑥

熊本県 築山 ⑥

埼玉県 桜 ⑥ #N/A #N/A

⑤ 茨城県16 9:45 千葉県 金杉台 ⑥ 埼玉県

茨城県 開智望 ⑤ 東京都

京都女子大附 ⑤

※組み合わせは、欠席などにより変更になる場合がある。

#N/A

中村 ⑥

17 9:54 神奈川県 みなとみらい本町 ⑥ 東京都 宮前 ⑥

新倉 ⑥ 埼玉県 東野

玉川学園 ⑤

美女木 ⑥

15 9:36

東京都

高知県

佐賀県

岡山県

兵庫県

兵庫県

愛知県

宮城県宮城県 宮城教大附 ⑥

東京都 南つくし野 ⑥

兵庫県 北須磨 ⑤

愛知県 田原東部 ⑤

岡山県 御北 ⑤

京都府


