
1st Tee 10th Tee
№ TIME 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ № TIME 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ

7 8:24 縄田 修一 高川学園③山口 熊 裕大 関西①岡山 野白 夕月 米子北斗②鳥取 6 8:15 荒谷 宗之介 如水館③広島 澤田 陸冶 作陽③岡山 岡崎 凌也 関西③岡山 松浦 俊輔 岩国③山口

8 8:33 久常 涼 作陽①岡山 黒見 勇太 米子北斗①鳥取 河邉 匠 瀬戸内①広島 前崎 恵将 関西③岡山 7 8:24 唐下 明徒 瀬戸内①広島 江草 悠斗 関西②岡山 西浦 凜汰朗 青翔開智②鳥取 朝枝 宝 岩国②山口

9 8:42 沖村 柊 瀬戸内①広島 藤本 幸希 関西②岡山 石田 瑠樹也 如水館①広島 笠岡 桜恭 作陽②岡山 8 8:33 宇喜多 飛翔 関西②岡山 重永 将慶 徳山②山口 秀山 輝 高川学園③山口 龍治 達也 岡山南②

10 8:51 原田 大空 作陽①岡山 渡辺 蒼 高川学園②山口 寺腰 友葵 瀬戸内③広島 中尾 侑介 広陵③広島 9 8:42 大礒 駿 瀬戸内③広島 寺田 陽斗 広島国際学院③ 井上 剛誌 関西①岡山 上平 曹太 如水館①広島

11 9:00 木本 大志 瀬戸内③広島 猪原 聡真 英数学館③広島 加藤 聡馬 米子北斗②鳥取 平井 悠登 関西②岡山 10 8:51 笠原 瑛 瀬戸内②広島 井上 旺 関西③岡山 流 尚暉 作陽③岡山 寺尾 陸 広陵②広島

12 9:09 窪田 大紀 関西③岡山 河村 璃空 広陵③広島 平井 大雅 瀬戸内①広島 佐々木 隼也 岩国②山口 11 9:00 尾上 志温 高川学園②山口 細川 淳矢 英数学館③広島 松山 翼 作陽①岡山 西原 青空 広陵③広島

13 9:18 岡田 大樹 近大附東広島③広島 濵田 将吾 瀬戸内③広島 後藤 周冶 広島国際学院③ 内海 龍太郎 高川学園③山口 12 9:09 寺西 遼馬 広島国際学院① 廣田 直人 如水館①広島 小椋 響 倉吉北③鳥取 渡成 和哉 如水館②広島

14 9:27 有本 紫音 広島国際学院③ 杉崎 瑛一 如水館②広島 矢内 凜 作陽③岡山 広瀬 祐太 高川学園②山口 13 9:18 田中 愛士 広陵②広島 大嶋 命 関西③岡山 小坂 琉維 高川学園②山口 中尾 優作 広島国際学院①

15 9:36 藤山 開晟 作陽②岡山 米原 海斗 広島国際学院③ 寺尾 悠希 共生②岡山 山本 裕也 関西②岡山 14 9:27 ※ 大石 敦也 JGAジュニア会員広島 馬屋原 軌一 如水館③広島 宮本 泰来 高川学園③山口 松岡 龍也 関西②岡山

※印は全国高等学校ゴルフ選手権大会個人の部オープン参加 15 9:36 松浦 佑斎 関西②岡山 難波 翔 作陽①岡山 加藤 建太 広陵③広島 渡辺 太陽 盈進②広島

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本部まで連絡のこと。
(和木ゴルフ倶楽部：TEL.0827-52-1801)

☆ 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 　村　尾　修　司

選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

CGUCHUGOKU GOLF UION

2018年度(第24回)中国ジュニアゴルフ選⼿権競技【男⼦15歳〜17歳の部】

( 6,922Yards  Par 72)

(参加者：75名)

スタート時刻及び組み合わせ表
[第1ラウンド：2018年07⽉19⽇(⽊)]

和⽊ゴルフ倶楽部
主催：中国ゴルフ連盟・中国⾼等学校ゴルフ連盟

兼　平成30年度全国⾼等学校ゴルフ選⼿権⼤会第62回個⼈の部　中国予選


