
【と　き】令和２年１月２６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 赤穂 未来 アコウ ミライ 兵庫 筑紫が丘 ③ 花岡 千陽 ハナオカ チヒロ 兵庫 香呂 ⑤ 山畠 綾乃 ヤマハタ アヤノ 兵庫 小野東 ⑤

2 9:08 後藤 あい ゴトウ アイ 兵庫 甲南 ⑤ 福崎 凛々 フクザキ リリ 大阪 日根野 ④ 山田 翠咲 ヤマダ ミサキ 兵庫 武庫東 ⑤

3 9:16 中尾 夢彩 ナカオ ムア 兵庫 氷丘南 ⑥ 福崎 美々 フクザキ ミミ 大阪 日根野 ⑥ 高山 ささら タカヤマ ササラ 兵庫 蓮池 ④ 西本 天空 ニシモト アソラ 京都 京都教大付桃山 ⑤

4 9:24 岩永 杏奈 イワナガ アンナ 兵庫 塚口 ⑤ 中小路 伊織 ナカコウジ イオリ 京都 南つつじヶ丘 ③ 中村 桃瑳 ナカムラ モモサ 奈良 広陵北 ⑤ 古山 華麗 フルヤマ カレン 兵庫 小林聖心女子学院 ④

5 9:32 中小路 綾乃 ナカコウジ アヤノ 京都 南つつじヶ丘 ⑥ 杉本 奈央 スギモト ナオ 大阪 苅田 ④ 荻野 みこと オギノ ミコト 兵庫 重春 ④ 中島 彩結奈 ナカジマ アユナ 大阪 住吉川 ⑤

6 9:40 松岡 美幸 マツオカ ミユキ 兵庫 城陽 ⑥ 荻野 いつき オギノ イツキ 兵庫 重春 ⑥ 駒月 智菜 コマヅキ チナ 大阪 桜 ⑤ 松本 若々 マツモト モモ 大阪 取石 ④

7 9:48 秋山 奈菜 アキヤマ ナナ 大阪 永畑 ④ 金 由珠 キン ユジュ 兵庫 西播朝鮮 ⑤ 小川 桃花 オガワ モモカ 京都 桂 ⑥ 真下 彩羽 マシモ アヤハ 兵庫 広田 ④

8 9:56 佐藤 心裕 サトウ ミユウ 兵庫 西山 ③ 井本 思唯 イモト シイ 大阪 四條畷 ⑥ 真下 海空 マシモ ミソラ 兵庫 広田 ⑥ 亀井 凛 カメイ ミク 大阪 泉尾東 ⑤

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

9 10:04 佐々 幸史朗 ササ コウシロウ 兵庫 鹿の子台 ⑥ 安田 繁斗 ヤスダ シゲト 大阪 矢田東 ⑤ 堤野 洋介 ツツミノ ヨウスケ 奈良 纒向 ③ 秋山、佐藤

10 10:12 渋川 煌 シブカワ コウ 兵庫 高司 ⑥ 池田 昂駿 イケダ アキトシ 大阪 阿倍野 ⑤ 田中 希來 タナカ キラ 大阪 帝塚山学院 ③

11 10:20 大西 翔駈 オオニシ ショウカ 大阪 玉島 ⑥ 澤本 雄一朗 サワモト ユウイチロウ 和歌山 渋田 ⑤ 田中 優成 タナカ ユウセイ 京都 桃園 ③ 権野 俐玖 ゴンノ リク 大阪 高井田東 ④

12 10:28 殿浦 充翔 トノウラ アツト 大阪 桜丘 ④ 河口 聖哉 カワグチ マサキ 兵庫 狭間 ⑤ 清水 唯斗 シミズ ユイト 兵庫 小園 ⑥ 原 遼大郎 ハラ リョウタロウ 大阪 彩都西 ⑤

13 10:36 本田 大凱 ホンダ タイガ 兵庫 城崎 ④ 壷井 潤太 ツボイ カンタ 大阪 埴生南 ⑥ 徐 千翔 ジョ カズト 兵庫 明峰 ② 谷山 優 タニヤマ ユウ 和歌山 有功 ⑤

14 10:44 福田 怜斗 フクダ レント 京都 八幡中央 ④ 北本 太一 キタモト タイチ 奈良 矢田 ② 谷口 叶真 タニグチ トウマ 奈良 俵口 ⑤ 原田 遼 ハラダ リョウ 奈良 富雄南 ⑤

15 10:52 古瀬 雄太朗 フルセ ユウタロウ 大阪 桜塚 ⑥ 北本 浬 キタモト カイリ 奈良 矢田 ⑤ 梯 量太 カケハシ リョウタ 京都 京都女大付 ② 上原 嘉連 ウエハラ カレン 兵庫 甲陽園 ⑤

16 11:00 宮田 悠平 ミヤタ ユウヘイ 大阪 山田二 ⑤ 奥川 大翔 オクガワ ヒロト 大阪 御幣島 ⑥ 塚田 一惺 ツカダ イッセイ 和歌山 岩出 ② 佐藤 駿河 サトウ シュンガ 大阪 佐竹台 ⑤

17 11:08 谷川 仙一朗 タニカワ センイチロウ 大阪 彩都の丘 ⑥ 塚田 大惺 ツカダ タイセイ 和歌山 岩出 ③ 北山 祥 キタヤマ ショウ 和歌山 田村 ⑤ 田村 瑠唯 タムラ ルイ 兵庫 網干 ③

18 11:16 小川 琥太郎 オガワ コタロウ 大阪 交北 ⑤ 塚田 光惺 ツカダ コウセイ 和歌山 岩出 ⑥ 辻 啓太朗 ツジ ケイタロウ 大阪 桃園 ③ 浅圖 千尋 アサズ チヒロ 兵庫 置塩 ⑤

※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。

＜男子＞

学校名・学年  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 第一予選

＜女子＞

学校名・学年  学校名・学年  学校名・学年  学校名・学年


