
【と　き】令和３年３月１３日（土）

【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 島 璃貴翔 シマ リキト 兵庫 西山 ⑤ 澤本 雄一朗 サワモト ユウイチロウ 和歌山 渋田 ⑥ 新居 煌大 ニイ コウダイ 兵庫 北須磨 ③

2 9:08 前田 哲宏 マエダ テツヒロ 兵庫 関西国際学園初等部 ④ 川口 晃佑 カワグチ コウスケ 滋賀 金城 ⑥ 市岡 洸聖 イチオカ コウセイ 大阪 大仙 ⑥

3 9:16 塩田 星 シオタ ヒカル 京都 梅小路 ⑤ 吉田 龍桜 ヨシダ リュウガ 大阪 高美南 ⑤ 大瀧 裕也　 オオタキ ユウヤ 兵庫 南落合 ⑤ 富永 球平　　　早めトミナガ キュウヘイ 兵庫 三田 ④

4 9:24 福田 怜斗 フクダ レント 京都 八幡中央 ⑤ 花園 一真 ハナゾノ カズマ 兵庫 船場 ④ 木村 斗茉 キムラ トウマ 兵庫 川辺 ⑥ 原田 遼 ハラダ リョウ 奈良 富雄南 ⑥

5 9:32 貴志 聡斗聡 キシ アキト 和歌山 貴志 ⑥ 清水 藍生斗 シミズ ライト 兵庫 野口南 ⑥ 田村 瑠唯 タムラ ルイ 兵庫 網干 ④ 原田 駿 ハラダ シュン 奈良 富雄南 ④

6 9:40 北田 聖久 キタダ リク 大阪 新浅香山 ⑥ 田中 希來 タナカ キラ 大阪 帝塚山学院 ④ 正木 良汰郎 マサキ リョウタロウ 兵庫 南甲子園 ③ 溝川 陽大 ミゾカワ ハルト 大阪 八田荘 ④

7 9:48 本田 大凱 ホンダ タイガ 兵庫 城崎 ⑤ 溝川 大耀 ミゾカワ タイヨウ 大阪 八田荘 ⑥ 森本 樹 モリモト イツキ 兵庫 若草 ⑥ 谷口 善夕　　 タニグチ ゼンユウ 京都 田原 ⑤

8 9:56 宮田 悠平 ミヤタ ユウヘイ 大阪 山田二 ⑥ 福井 誇多郎 フクイ コタロウ 大阪 緑ヶ丘 ④ 高妻 潤 コウヅマ ジュン 京都 草内 ③ 角田 寛貴 カクタ ヒロキ 京都 葵 ⑤

9 10:04 巽 喜一 タツミ キイチ 大阪 玉造 ④ 江藤 惺七　　 エトウ セナ 兵庫 潮見 ④ 森 侑大 モリ ユウダイ 兵庫 関西学院初等部 ⑥ 田中 隆之将 タナカ リュウノスケ 京都 同志社国際学園初等部 ⑥

10 10:12 大津留 遼人 オオツル ハルト 大阪 下新庄 ⑤ 原口 蒼惟 ハラグチ アオイ 大阪 羽衣 ④ 上野 廉尋 ウエノ レンシン 兵庫 兵庫教大付 ④ 尹 大治 ユン テチ 兵庫 西播朝鮮初中級学校 ⑥

11 10:20 大西 晃盟 オオニシ コウメイ 兵庫 兵庫教大付 ⑥ 川口 貴太郎 カワグチ タカタロウ 大阪 寝屋川五 ③ 石井 航祐 イシイ コウスケ 大阪 秦野 ⑥ 足立 昊祐 アダチ コウスケ 京都 立命館 ⑤

12 10:28 岡村 昂汰 オカムラ コウタ 兵庫 峰相 ⑥ 安田 繁斗 ヤスダ シゲト 大阪 矢田東 ⑥ 辻 啓太朗　　 ツジ ケイタロウ 大阪 桃園 ④ 八木 佑弥 ヤギ ユウヤ 滋賀 滋賀大教育学部付 ④

13 10:36 権藤 大樹 ゴンドウ ダイキ 兵庫 井吹西 ⑥ 谷山 優 タニヤマ ユウ 和歌山 有功 ⑥ 北山 祥 キタヤマ ショウ 和歌山 田村 ⑥ 山岸 司 ヤマギシ ツカサ 兵庫 けやき坂 ①

14 10:44 山田 龍之介 ヤマダ リュウノスケ 兵庫 立花西 ⑥ 谷口 叶真 タニグチ トウマ 奈良 俵口 ⑥ 原 遼大郎 ハラ リョウタロウ 大阪 彩都西 ⑥ 北山 敬大 キタヤマ ケイト 和歌山 田村 ③

15 10:52 小川 琥太郎 オガワ コタロウ 大阪 交北 ⑥ 池田 優斗 イケダ ユウト 大阪 十三 ⑥ 塚田 大惺 ツカダ タイセイ 和歌山 岩出 ④ 日下部 祥也 クサカベ ショウヤ 兵庫 高岡西 ④

16 11:00 石口 寛樹 イシグチ ヒロキ 奈良 大正 ⑤ 石井 陽向 イシイ ヒナタ 大阪 樟葉西 ⑤ 井村 玲雄 イムラ レオ 兵庫 六甲アイランド ③ 岩崎 彪牙 イワサキ ヒュウガ 大阪 神田 ④

17 11:08 堤野 洋介 ツツミノ ヨウスケ 奈良 纒向 ④ 小野 駿 オノ シュン 大阪 西南 ⑥ 塚田 一惺 ツカダ イッセイ 和歌山 岩出 ③ 千葉 隼也 チバ シュンヤ 大阪 八木 ⑥

18 11:16 森下 雅頌 モリシタ マサノブ 兵庫 甲南 ⑤ 徐 千翔 ジョ カズト 兵庫 明峰 ③ 伊藤 朔 イトウ サク 大阪 八戸ノ里 ④ 進藤 琉偉 シンドウ ルイ 兵庫 味間 ④

19 11:24 上原 嘉連 ウエハラ カレン 兵庫 甲陽園 ⑥ 木村 塁　 キムラ ルイ 大阪
関西学院大阪

インターナショナルスクール
⑤ 熊谷 仁之介 クマガイ ジンノスケ 京都 正親 ⑥ 山下 大翔 ヤマシタ ヒロト 兵庫 多田 ⑤

20 11:32 森崎 佑之介　モリサキ ユウノスケ 大阪 平野西 ⑤ 北本 浬 キタモト カイリ 奈良 矢田 ⑥ 小林 稟乃音 コバヤシ リオン 京都 京都教育大付桃山 ④ 市山 善崇 イチヤマ ヨシタカ 兵庫 西山 ④

21 11:40 浦西 亮輔 ウラニシ リョウスケ 奈良 真美ケ丘二 ⑤ 北本 太一 キタモト タイチ 奈良 矢田 ③ 白谷 啓裕 シロタニ ケイスケ 兵庫 富士 ④ 徳島 寛弥 トクシマ ヒロヤ 大阪 旭ヶ丘 ④

22 11:48 道上 嵩琉　　 ミチウエ タケル 兵庫 渦ヶ森 ⑤ 池田 昂駿　 イケダ アキトシ 大阪 阿倍野 ⑥ 殿浦 充翔 トノウラ アツト 大阪 桜丘 ⑤ 澤野 竜輝 サワノ リュウキ 大阪 久世 ③

23 11:56 田浦 玄尋 タウラ ケンシン 兵庫 東町 ⑥ 徳島 寛人 トクシマ ヒロト 大阪 旭ヶ丘 ⑥ フォーサイス 理貴 フォーサイス リキ 兵庫 高羽六甲アイランド ④ 片岡 拓海 カタオカ タクミ 大阪 西山田 ③

24 12:04 福田 翔太 フクダ ショウタ 兵庫 天満南 ② 田中 優成　　 タナカ ユウセイ 京都 桃園 ④ 山崎 蒼也 ヤマザキ ソウヤ 大阪 西山田 ⑤ 佐々木 優仁 ササキ ユウト 兵庫 武庫 ⑥

※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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