
【と　き】令和２年２月２日（日）

【ところ】ダンロップパースリーコース

組 時間 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県

1 9:00 徳島 寛弥 トクシマ ヒロヤ 大阪 旭ヶ丘 ③ 川口 晃佑 カワグチ コウスケ 滋賀 金城 ⑤ 木村 優作 キムラ ユウサク 奈良 富雄三 ⑥

2 9:08 今田 一輝 イマダ カズキ 大阪 箕輪 ⑥ 徳島 寛人 トクシマ ヒロト 大阪 旭ヶ丘 ⑤ 江藤 惺七 エトウ セナ 兵庫 潮見 ③

3 9:16 福原 佑樹 フクハラ ユウキ 兵庫 松尾台 ⑥ 前田 哲宏 マエダ テツヒロ 兵庫 関西国際学園 ③ 市岡 洸聖 イチオカ コウセイ 大阪 大仙 ⑤ 佐々木 優仁 ササキ ユウト 兵庫 武庫 ⑤

4 9:24 大西 晃盟 オオニシ コウメイ 兵庫 兵庫教大付 ⑤ 森崎 佑之介 モリサキ ユウノスケ 大阪 平野西 ④ 吉野 陽翔 ヨシノ ハルト 兵庫 井吹東 ⑥ 岩崎 彪牙 イワサキ ヒュウガ 大阪 神田 ③

5 9:32 フォーサイス 理貴 フォーサイス リキ 兵庫 向洋 ③ 山下 倖輝 ヤマシタ コウキ 兵庫 広田 ⑥ 湊口 剛至 ミナトグチ ツヨシ 奈良 奈良学園 ⑥ 角田 寛貴 カクタ ヒロキ 京都 葵 ④

6 9:40 黒田 匠翔 クロダ タクト 兵庫 八条 ⑥ 奥 龍之介 オク リュウノスケ 大阪 桜 ⑥ 中尾 優斗 ナカオ ユウト 大阪 土師 ④ 中嶋 厚智 ナカシマ アツトモ 大阪 泉佐野一 ⑤

7 9:48 木村 塁 キムラ ルイ 兵庫 聖ミカエル国際 ④ 山田 龍之介 ヤマダ リュウノスケ 兵庫 立花西 ⑤ 正木 綾河 マサキ リョウガ 兵庫 つつじが丘 ⑥ 島 璃貴翔 シマ リキト 兵庫 西山 ④

8 9:56 山内 祐輝 ヤマウチ ユウキ 大阪 寝屋川五 ⑥ 中澤 樹 ナカザワ タツキ 滋賀 矢倉 ⑥ 谷口 宥斗 タニグチ ユウト 大阪 堀江 ④ 向井 陽奏 ムカイ ヒナタ 兵庫 立花西 ②

組 時間 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県  学校名・学年 氏   名 読み仮名 府県

9 10:04 吉川 采香 キッカワ アヤカ 大阪 野里 ⑤ 松本 陽愛 マツモト ヒヨリ 和歌山 田殿 ⑤ 梅本 真帆 ウメモト マホ 和歌山 麻生津 ⑤ テイラー 芹奈 テイラー セリナ 大阪
関西学院大阪

インターナショナルスクール
④

10 10:12 黒崎 美羽 クロサキ ミウ 兵庫 塩屋北 ⑥ 安部 遥 アベ ハルカ 兵庫 宝塚 ⑥ 山口 紗季 ヤマグチ サキ 大阪 天美西 ⑥ 梅本 爽帆 ウメモト アキホ 和歌山 麻生津 ③

11 10:20 竹田 妃菜 タケダ ヒナ 奈良 王寺北 ③ 中西 望緒 ナカニシ ミオ 大阪 英田南 ⑥ 梅津 桜子 ウメヅ サクラコ 兵庫 曽左 ⑥ 川﨑 笑瑚 カワサキ ニコ 大阪 さだ西 ⑥

12 10:28 西本 世蘭 ニシモト セラン 大阪 豊川南 ⑤ 梅津 桃子 ウメヅ モモコ 兵庫 曽左 ⑤ 中島 のの愛 ナカジマ ノノア 滋賀 五個荘 ⑤ 常風 きき ジョウブ キキ 和歌山 和田 ③

13 10:36 藤原 奈々 フジワラ ナナ 兵庫 本山一 ⑥ 倉爪 香衣 クラヅメ カイ 兵庫 カナディアンアカデミー ⑥ 山下 萌寧 ヤマシタ モネ 兵庫 難波 ③ 杉山 颯 スギヤマ ソヨカ 京都 京都教大付桃山 ⑤

14 10:44 阿部 晴菜 アベ ハルナ 兵庫 甲南 ⑥ 岩永 梨花 イワナガ リンカ 兵庫 塚口 ② 長岡 真穂 ナガオカ マオ 大阪 東忠岡 ⑤ 野間 彩花 ノマ イロハ 兵庫 三田 ⑥

15 10:52 大槻 呼幸 オオツキ ココ 京都 遷喬 ③ 中越 百々香 ナカゴシ モモカ 奈良 俵口 ⑤ 長野 美結 ナガノ ミユ 兵庫 緑が丘東 ⑥ 福下 ひなの フクシタ ヒナノ 兵庫 峰相 ④

16 11:00 中嶋 月葉 ナカシマ ツキハ 兵庫 宝塚一 ⑥ 川野 結奈 カワノ ユイナ 兵庫 浜山 ⑤ 竹内 梨夢 タケウチ リム 大阪 大阪狭山北 ⑤ 松尾　 優里奈 マツオ ユリナ 大阪 八田荘 ③

17 11:08 土井 稀世 ドイ キヨ 大阪 八木 ⑥ 山田 花桜 ヤマダ ハナミ 兵庫 東山台 ⑥ 清水 心結 シミズ ミユ 滋賀 能登川東 ④

18 11:16 佐藤 涼音 サトウ リノ 兵庫 中筋 ④ 岩本 日向 イワモト ヒナタ 京都 KIUアカデミー ⑥ 藤生 すみれ フジウ スミレ 兵庫 玉津一 ⑥ 阿曽 杏子 アソ モモコ 兵庫 白鷺 ④

※大会当日は、高速道路など渋滞することもありますので、時間に余裕をもってご来場ください。

※欠席者が出た場合など、組み合わせ及びスタート時間を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※受付は午前７時30分から行います。

＜女子＞

学校名・学年  学校名・学年 学校名・学年

第20回関西小学生ゴルフ選手権春季大会 第三予選

＜男子＞

学校名・学年 学校名・学年 学校名・学年 学校名・学年


