
＜アウト（二の丸）スタート＞男子の部

組 時間 選手名 都道府県 学校名 学年 初日 選手名 都道府県 学校名 学年 初日 選手名 都道府県 学校名 学年 初日 選手名 都道府県 学校名 学年 初日

三浦　秀晴 水谷　衛斗 廣木　直翔 保科　翔太
ミウラ　ヒデハル ミズタニ　エイト ヒロキ　ナオト ホシナ　ショウタ

渡邊優名利 岡﨑　煌稀 露谷　斗真 井上　大鳳
ワタナベ　ユナリ オカザキ　コウキ ツユタニ　トウマ イノウエ　オオリ

福田　翔太 後藤　陸步 小澤　優仁 霜下　晴院
フクダ　ショウタ ゴトウ　リクト オザワ ヒロト シモシタ　セイン

平星　颯真 三明　優太 塩田　　星 矢田　賢司
ヒラボシ　ソウマ ミアケ　ユウタ シオタ　ヒカル ヤダ　ケンシ

星野　煌貴 前田　哲宏 岡田健太郎 花田幸之助
ホシノ　コウキ マエダ　テツヒロ オカダ　ケンタロウ ハナダ　コウノスケ

平田　兼慎 甲元　　迅 浦西　亮輔 八木沢迦音
ヒラタ　ケンシン コウモト　ジン ウラニシ　リョウスケ ヤギサワ　カイオン

吉川　夏優 織田　瑛太 堤野　洋介 森崎佑之介
ヨシカワ　ナユタ オダ　エイタ ツツミノ　ヨウスケ モリサキ　ユウノスケ

大久保友貴 戸村　空汰 伊藤　海智 橋本　英知
オオクボ　ユウキ トムラ　ソウタ イトウ　カイチ ハシモト　エイチ

林田　遼汰 森下　　紘 沖田　　雫 池田　烈琉
ハヤシダ　リョウタ モリシタ　ヒロ オキタ　シズク イケダ　タケル

清本　増人 平尾　孝太 福田　怜斗 加藤金次郎
キヨモト　マスト ヒラオ　コウタ フクダ　レント カトウ　キンジロウ

石田　剛士 木村　　塁 島田楽生人 西山　修生
イシダ　ツヨシ キムラ　ルイ シマダ　ライト ニシヤマ　シュウ

荒川　　遼 根本　悠誠 森下　雅頌 大町晋太郎
アラカワ　リョウ ネモト　ユウマ モリシタ　マサノブ オオマチ　シンタロウ

石口　寛樹 道上　嵩琉 中上　遼真 與儀　　夢
イシグチ　ヒロキ ミチウエ　タケル ナカウエ　リョウマ ヨギ　ユメ

岩川　礼央 綾部　　成 白川統太郎 丘　　裕伍
イワカワ　レオ アヤベ　ナル シラカワ　トウタロウ オカ　ユウゴ

高柳　大河 向井　龍真 福井誠ノ介 吉田　龍桜
タカヤナギ　タイガ ムカイ　リョウマ フクイ　セイノスケ ヨシダ　リュウガ

高浦　維吹 星野　泰輝 田村　瑠唯 石田彦一朗
タカウラ　イブキ ホシノ　タイキ タムラ　ルイ イシダ　ヒコイチロウ

広澤　敬也 瀧田　琥白 堀　　堅多 三瀬　瑛大
ヒロサワ　タカヤ タキタ　コハク ホリ　ケンタ ミセ　エイタ

上野　廉尋 相馬　大輝 宇苗　蒼空 #N/A
ウエノ　レンシン ソウマ　ダイキ ウナエ　ソラ #N/A

#N/A #N/A #N/A北海道 白石 ⑥ 95 北海道 西宮の沢18 10:03 兵庫 兵庫教大附 ⑤ 92

⑤ 91 岡山17 9:54 宮城 小野 ④ 90

⑥ 96 #N/A

御北 ④ 92愛知 旭 ④ 90 北海道 澄川南

黒松 ⑥ 89群馬 榛東北 ⑤ 88 兵庫 網干16 9:45 千葉 昭和 ⑤ 88

③ 87 大阪15 9:36 愛知 相原 ④ 86

⑤ 89 宮城

高美南 ⑥ 88愛知 美山 ⑥ 87 愛知 兵庫

緑地 ⑥ 86東京 千代田 ⑤ 85 愛知 師勝西14 9:27 鹿児島 伊﨑田 ⑥ 85

⑥ 72 沖縄13 9:18 奈良 大正 ⑥ 70

⑤ 85 大阪

東風平 ⑥ 73兵庫 渦が森 ⑥ 70 広島 阿戸

舞鶴 ⑥ 74千葉 加茂学園 ⑥ 73 兵庫 甲南12 9:09 茨城 江戸川学園取手 ⑤ 73

⑥ 75 山梨11 9:00 愛知 師勝 ⑥ 74

⑥ 73 福岡

山梨大附 ⑥ 75大阪 関西学院OIS ⑥ 75 群馬 豊受

長根 ⑤ 76佐賀 兵庫 ⑥ 75 京都 中央10 8:51 愛知 向山 ⑤ 75

⑥ 77 千葉9 8:42 埼玉 妻沼西 ⑥ 76

⑥ 76 愛知

中根 ④ 77愛媛 角野 ⑤ 77 千葉 井野

南が丘 ⑥ 77埼玉 霞ケ関南 ⑥ 77 岡山 西阿知8 8:33 千葉 千葉日大一 ⑥ 77

⑤ 78 大阪7 8:24 三重 すずらん台 ⑤ 78

⑥ 77 三重

平野西 ⑥ 78宮城 宮城教大附 ⑤ 78 奈良 纒向

笠原 ⑥ 79岡山 御津南 ⑤ 79 奈良 真美ケ丘二6 8:15 宮崎 尚学館 ⑥ 79

⑥ 79 福岡5 8:06 群馬 榛東北 ⑥ 79

⑥ 79 茨城

筒井 ⑥ 80兵庫 関西国際学園 ⑤ 79 三重 安東

有功 ④ 81福岡 玄洋 ⑥ 81 京都 梅小路4 7:57 香川 林 ⑥ 80

④ 82 兵庫3 7:48 兵庫 天満南 ③ 81

⑥ 81 和歌山

山口 清末 ⑤ 83 高知 一宮東

甲南 ④ 82鹿児島 国分北 ⑤ 81 東京 府中二

神埼 ⑤ 85

⑥ 84 福岡 上陽北汭学園 ⑤ 84

※組合せは欠席などにより変更になる場合がある。

令和３年度(第1５回)全国小学生ゴルフ春季大会 【最終日】

主催：スポーツニッポン新聞社　　　　日時：2022年3月30日(水)
会場：烏山城カントリークラブ

1 7:30 長野 牟礼 ⑤ 84 岐阜 旭 長崎 桜町 ⑥ 85

2 7:39 栃木 瑞穂野南 ⑥ 82

⑥ 84 佐賀


