
組／時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

１／     7:30 熊　裕大 関西② 井上　剛誌 関西② 窪田　隼人 関西① 大嶋　宝 関西①

２／     7:37 森上　耀介 関西① 笠原　慶太 広島県瀬戸内① 田邊　甲士郎 広島県瀬戸内① 唐下　明徒 広島県瀬戸内②

３／     7:45 河邉　匠 広島県瀬戸内② 平井　大雅 広島県瀬戸内② 白井　瑛 広島県瀬戸内① 吉﨑　大樹 広島県瀬戸内①

４／     7:52 石田　瑠樹也 如水館② 上平　曹太 如水館② 廣田　直人 如水館② 宮坂　恵都 如水館②

５／     8:00 竹田　慶海 岡山県作陽② 髙村　龍童 岡山県作陽① 松山　翼 岡山県作陽② 赤尾　佳亮 如水館①

６／     8:07 難波　翔 岡山県作陽② 原田　大空 岡山県作陽② 竹本　耕甫 広陵② 城山　渉二 広陵①

７／     8:15 寺西　遼馬 広島国際学院② 中尾　優作 広島国際学院② 石本　千太朗 広島国際学院① 吉田　朋樹 広島国際学院①

８／     8:22 黒見　勇太 米子北斗② 瀬来　治樹 米子北斗① 御舩　遊大 倉吉東① 成田　遊聡 みらい創生①

９／     8:30 岡田　真心 高川学園① 縄田　領一 高川学園① 柳　悠人 高川学園①

１０／   8:37 安達　翔樹 米子北斗② 佐田　海吏 米子北斗② 瀬来　寛樹 米子北斗②

１１／   8:45 茂刈　淳晟 高川学園② 小川　寿興翔 高川学園② 金子　颯真 高川学園① 髙山　大維志 高川学園①

１２／   8:52 松浦　咲芳 岡山県総社西③ 大嶋　港 倉敷市立多津美② 岡本　雄太 倉敷市立福田②

１３／   9:00 安藤　輝 香和② 北條　陽雲 倉敷市立南① 萩原　大己 倉敷市立船穂②

１４／   9:07 土居　侑雅 広島市立安西② 岡田　怜音 祇園① 関本　悠希 桜が丘② 髙田　圭一郎 美作市立勝田②

１５／   9:15 辻　大成 広島市立矢野③ 宗綱　秀就 三次市立十日市② 岩﨑　大地 雲南市立三刀屋③ 岡田　龍之助 広島市立口田②

１６／   9:22 山手　翔悟 広島市立安西③ 馬城　颯士 広島市立国泰寺② 岡　和輝 出雲市立第三③ 池田　侑羅 広島英数学館①

１７／   9:30 米原　力斗 後藤ヶ丘③ 田中　海翔 勝北② 松島　拓海 呉市立和庄③ 細川　達矢 福山市立城東③

１８／   9:37 三原　颯真 出雲市立第三② 髙垣　玲雄 鳥取市立北③ 青戸　達哉 松江市立第一③ 明石　晴人 松江市立湖南①

　IN　スタート

組／時間 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

１／     7:37 桑木　志帆 岡山理科大学附属② 益田　世梨 岡山理科大学附属② 中村　優海 岡山理科大学附属② 大宮　佳子 岡山理科大学附属②

２／     7:45 森笠　夢菜 広島県瀬戸内② 栗原　幸 広島県瀬戸内① 久保　美愛鈴 広島県瀬戸内①

３／     7:52 杉原　天音 如水館② 村上　陽菜 如水館① 安川　朋江 如水館②

４／     8:00 安達　ひかる 広陵② 由元　遥菜 広陵② 由元　結菜 広陵②

５／     8:07 安部　明日香 広島国際学院② 栁原　星空 広島国際学院② 重常　花梨 広島国際学院①

６／     8:15 久﨑　成 岡山県作陽① 上田　梨沙子 岡山県作陽② 佐々木　史奈 岡山県作陽①

７／     8:22 尾関　彩美悠 岡山県作陽① 片岡　由香 岡山県作陽① 小泉　伶衣 米子北斗①

８／     8:30 香川　倫穂 岡山市立灘崎② 広瀬　春菜 高川学園① 柳　藍佳 高川学園①

９／     8:37 森　愉生 倉敷市立西③ 前田　亜子 玉野市立山田② 魚見　彩倉 岡山市立御南①

１０／   8:45 佐川　佳帆 福田② 久永　萌々香 倉敷市立福田③ 祇園　美衣菜 岡山市立西大寺① 田口　夏鈴 上道②

１１／   8:52 小川　羅々 福山市立東③ 三宅　結菜 東広島市立松賀② 井ノ下　愛華 東広島市立松賀① 河邉　りえ 東広島市立松賀②

１２／   9：00 川端　悠衣 広島市立大州③ 松浦　葵 三原市立第三② 原田　愛美莉 三原第三③ 安保　寿美 福山市立城北③

１３／   9:07 岩田　愛里沙 広島市立観音③ 武廣　えみり 広島市立宇品② 山岡　瑠生 庄原市立小原① 真庭　光花 呉市立昭和北②

１４／   9:15 垣　美穂 米子市立弓ヶ浜① 中村　心 大内② 狩野　明美 松江市宍道③ 谷本　花潤 広島女学院③

第３７回　中国高等学校ゴルフ選手権新人戦・中学生大会（指定練習日）
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OUT　スタート 後楽ゴルフ倶楽部　　令和元年10月31日（木）


