
アウト
組 時 刻 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

1 8:00 宮﨑 千尋 作陽③ 78 田中 宏治 如水館② 78 徳永 弘樹 黒瀬② 78

2 8:09 松本 颯汰 広島国際学院② 77 山﨑 壘 関西③ 77 荒谷 宗之介 如水館① 77 久保 翔大 瀬戸内② 78

3 8:18 生源寺 龍憲 作陽③ 76 河村 璃空 広陵① 76 木本 大志 瀬戸内① 76 岩﨑 寛太 高川学園② 77

4 8:27 濵田 将吾 瀬戸内① 75 浜崎 恵虎 開星③ 76 立川 宙樹 作陽③ 76 大礒 駿 瀬戸内① 76

5 8:36 田中 一輝 関西③ 74 栢 怜央 高川学園③ 74 沖田 悠輔 広島国際学院③ 74 寺田 陽斗 広島国際学院① 75

6 8:45 熊 由樹也 作陽③ 73 中原 秀馬 高川学園② 73 佐々木 寿来 益田③ 73 長谷川 圭佑 瀬戸内③ 73

7 8:54 菊池 翼 岡山芳泉② 72 関 皐太 関西③ 72 井上 旺 関西① 73 米原 海斗 広島国際学院① 73

8 9:03 森崎 公也 作陽③ 71 大嶋 命 関西① 71 藤山 大耀 作陽③ 71 毛利 辰徳 庄原格致③ 71

9 9:12 髙橋 海理 作陽② 70 吉田 好輝 広島国際学院② 70 金谷 拓実 広島国際学院③ 70 関藤 侑嗣 広島国際学院② 70

10 9:21 上野 陸 作陽② 67 縄田 修一 高川学園① 67 重友 稜央 関西② 69 金岡 奎吾 広島国際学院② 69

イン
組 時 刻 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

1 8:05 岡田 大樹 近大附東広島① 78 有本 紫音 広島国際学院① 79 坂本 柊人 瀬戸内② 79

2 8:14 窪田 大紀 関西① 80 杉川 諒 瀬戸内② 80 奥田 宗一郎 広島国際学院② 80

3 8:23 金見 臣恭 如水館③ 81 宗田 幸稀 倉敷③ 82 大川 宙 瀬戸内② 82 高橋 柊羽 岡山芳泉① 83

4 8:32 鈴木 宏典 作陽② 83 村竹 巧弥 広陵③ 83 秀山 輝 高川学園① 83 酒井 秀憲 高川学園② 83

5 8:41 栁田 基希 広陵③ 83 安原 大智 如水館② 84 小椋 俊明 倉吉北② 84 細川 淳矢 英数学館① 85

6 8:50 岡崎 凌也 関西① 86 藤岡 尚也 如水館③ 86 猪原 聡真 英数学館① 86 大田 龍之介 高川学園① 86

7 8:59 前川 泰輝 高川学園③ 87 馬屋原 軌一 如水館① 87 後藤 周冶 広島国際学院① 91 岡田 赳邦 如水館① 91

8 9:08 平井 祐也 如水館② 91 高橋 聡太 如水館② 91 寺腰 友葵 瀬戸内① 92 流 尚暉 作陽① 93

9 9:17 加藤 建太 広陵① 93 光森 健人 広島国際学院② 93 上田 聡一郎 広陵② 95 本上 武 岡山② 95

10 9:26 山岡 達也 瀬戸内③ 95 眞田 拓展 如水館② 98 庄司 廉 作陽① 99 矢内 凜 作陽① 100

１. 欠場者のあるときは本スタート時刻及び組み合わせ表を変更する場合がある。
２. 欠場の場合：競技前日までは中国ゴルフ連盟事務局(082-247-2719)、

競技当日は開催コース内の大会競技委員まで連絡のこと。
(白竜湖カントリークラブ：TEL.0847-34-0111)

☆ 無断欠場は、来年度の当該競技への出場を停止する。

競技委員長

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

氏 名 氏 名 氏 名

2016年度(平成28年)第22回中国ジュニアゴルフ選手権競技【男子15歳～17歳の部】
兼　平成28年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第60回個人の部　中国予選

スタート時刻及び組み合わせ表

[第2ラウンド：平成28年7月21日(木)]
白竜湖カントリークラブ

主催：中国ゴルフ連盟　中国高等学校ゴルフ連盟　スポーツニッポン新聞社
(参加者：77名)

( 6,798Yards  Par 71)
氏 名

ＪＧＡ/ＵＳＧＡハンディキャップインデックスを取得している選手については、

本競技会のスコアをトーナメントスコアとして、中国ゴルフ連盟がＮｅｗＪ－ｓｙｓへ

一括入力します。


