
【と　き】令和３年３月１４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 梅本 真帆 ウメモト マホ 和歌山 麻生津 ⑥ 福崎 凛々 フクザキ リリ 大阪 日根野 ⑤ 南田 りいな ミナミダ リイナ 大阪 四條畷学園 ⑥

2 9:08 川野 結奈 カワノ ユイナ 兵庫 浜山 ⑥ 長野 莉奈 ナガノ リナ 兵庫 緑が丘東 ⑤ 中村 桃瑳 ナカムラ モモサ 奈良 広陵北 ⑥

3 9:16 赤穂 未来 アコウ ミライ 兵庫 筑紫が丘 ④ 中越 百々香　ナカゴシ モモカ 奈良 俵口 ⑥ 梅本 爽帆 ウメモト アキホ 和歌山 麻生津 ④

4 9:24 間 夏希 ハザマ ナツキ 大阪 城内 ④ 金 由珠 キン ユジュ 兵庫 西播朝鮮初中級 ⑥ 金城 芽衣夏 カネシロ メイカ 兵庫 東谷 ④ 真下 彩羽 マシモ アヤハ 兵庫 広田 ⑤

5 9:32 岩永 梨花　 イワナガ リンカ 兵庫 塚口 ③ 佐藤 心裕 サトウ ミユウ 兵庫 西山 ④ 駒月 智菜 コマヅキ チナ 大阪 桜 ⑥ 奥野 絢 オクノ アヤ 大阪 羽曳が丘 ⑤

6 9:40 花岡 千陽 ハナオカ チヒロ 兵庫 香呂 ⑥ 名田 真子 ナダ マコ 兵庫 白浜 ⑥ 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
⑤ 橋川 珠空 ハシカワ ミンク 奈良 鳥見 ③

7 9:48 岩永 杏奈 イワナガ アンナ 兵庫 塚口 ⑥ 杉本 奈央 スギモト ナオ 大阪 苅田 ⑤ 三谷 菜月 ミタニ ナツキ 兵庫 伊丹 ⑥ 吉村 早絢    ヨシムラ サアヤ 兵庫 白浜 ③

8 9:56 佐々 心美 ササ ココミ 京都 美濃山 ⑥ 名田 莉子 ナダ リコ 兵庫 白浜 ⑥ 小野 虹華 オノ ナナカ 大阪 西南 ④ 鷺澤 嘉乃 サギサワ カノ 兵庫 高浜 ④

9 10:04 佐藤 涼音 サトウ リノ 兵庫 中筋 ⑤ 梅津 桃子 ウメヅ モモコ 兵庫 曽左 ⑥ 佐々 心花 ササ コハナ 京都 美濃山 ④ 寺田 うたの テラダ ウタノ 兵庫 兵庫教大付 ⑤

10 10:12 川西 楓 カワニシ カエデ 大阪 沢池 ④ 杉山 颯 スギヤマ ソヨカ 京都 京都教育大付桃山 ⑥ 福下 ひなの フクシタ ヒナノ 兵庫 峰相 ⑤ 福武 采実 フクタケ コトミ 奈良 帝塚山 ④

11 10:20 赤松 美波 アカマツ ミナミ 和歌山 港 ⑥ 山下 萌寧 ヤマシタ モネ 兵庫 難波 ④ 正木 さくら マサキ サクラ 兵庫 南甲子園 ⑤ 石田 杏莉 イシダ アンリ 大阪 大池 ⑤

12 10:28 吉川 采香 キッカワ アヤカ 大阪 野里 ⑥ 亀井 凛 カメイ ミク 大阪 泉尾東 ⑥ 畑 凪咲 ハタ ナギサ 兵庫 丹波東 ⑤ 岸 凜心 キシ リコ 京都 藤城 ③

13 10:36 杉田 琉羽 スギタ ルウ 京都 七条三 ⑥ 赤松 真帆 アカマツ マホ 和歌山 港 ④ 朝井 結愛 アサイ ユイ 大阪 白鳥 ④ 杉本 瑠花 スギモト ルカ 大阪 豊津一 ⑤

14 10:44 本村 紅音 モトムラ アカネ 兵庫 小浜 ④ 竹内 梨夢 タケウチ リム 大阪 大阪狭山北 ⑥ 森下 澪 モリシタ ミオ 兵庫 甲南 ③ 岸 愛子 キシ アイコ 兵庫 東谷 ⑤

15 10:52 福田 美来 フクダ ミクル 兵庫 天満南 ⑤ 秋山 奈菜 アキヤマ ナナ 大阪 永畑 ⑤ 荻野 みこと オギノ ミコト 兵庫 重春 ⑤ 竹内 礼 タケウチ レイ 大阪 南八下 ②

16 11:00 西本 世蘭　　 ニシモト セラン 大阪 豊川南 ⑥ 本村 彩歌 モトムラ アヤカ 兵庫 小浜 ② 山畠 綾乃 ヤマハタ アヤノ 兵庫 小野東 ⑥ 藤原 萌杏 フジワラ モア 兵庫 大久保 ⑤

17 11:08 松本 陽愛　 マツモト ヒヨリ 和歌山 田殿 ⑥ 閼伽井 雫月　　アカイ シヅキ 滋賀 日野 ⑥ 小竹 羽音 コタケ ウネ 兵庫 高木 ④ 田中 まひる タナカ マヒル 大阪 箕面西 ⑥

18 11:16 道上 稀唯　　 ミチウエ キイ 兵庫 渦ヶ森 ② 山田 翠咲 ヤマダ ミサキ 兵庫 武庫東 ⑥ 柾木 優奈 マサキ ユウナ 大阪 八雲東 ④ 柏木 杏寿美　　カシワギ アズミ 兵庫 園田東 ⑤

19 11:24 後藤 あい ゴトウ アイ 兵庫 甲南 ⑥ 山本 智亜紗 ヤマモト チアサ 兵庫 長尾 ④ 中西 亜維 ナカニシ アイ 大阪 浜寺昭和 ④ 松本 若々 マツモト モモ 大阪 取石 ⑤

20 11:32 児玉 桃 コダマ モモ 滋賀 日栄 ⑤ 高山 ささら タカヤマ ササラ 兵庫 蓮池 ⑤ 長岡 真穂　　 ナガオカ マオ 大阪 東忠岡 ⑥ 中島 智那奈 ナカジマ チナナ 滋賀 五個荘 ②

21 11:40 渡海 絢香 トカイ アヤカ 兵庫 高丸 ④ 中島 のの愛 ナカジマ ノノア 滋賀 五個荘 ⑥ 成田 海珠 ナリタ ミジュ 大阪 新湊 ⑤ 澤野 心春 サワノ コハル 大阪 久世 ④

※上位１７人が3月30日に栃木県の烏山城CCで行われる全国大会の出場権を得る。タイが生じた場合はマッチング・スコアカード方式により出場者を決定する。

※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。
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