
1st Tee 10th Tee

№ TIME 所属 所属 所属 所属 　 № TIME 所属 所属 所属 所属

14 9:27 中本 旺希 段原③広島 松下 愛弥 米子北斗③鳥取 柳 俊平 高川学園①山口 高橋 依吹 竜操①岡山 13 9:18 梶谷 駿 総社東③岡山 森田 輝 青翔開智③鳥取 安川 貴 如水館②広島 鶴田 良輔 金光学園②岡山

15 9:36 岡 幸樹 出雲第三②島根 三木 蒼空 竜操②岡山 野上 時暖 灘崎③岡山 藤光 拓海 井口台③広島 14 9:27 坂本 大賀 己斐上③広島 伊藤 海智 倉敷第一①岡山 垰田 朔天 段原②広島 松原 優斗 米子北斗③鳥取

16 9:45 久常 優樹 津山東③岡山 阿部 瑠偉 加茂③鳥取 森笠 来唯 中広③広島 15 9:36 佐藤 日向 盈進②広島 藤田 一平 落合③広島 髙田 英太郎 勝田①岡山 平井 優成 東山③岡山

17 9:54 吉行 アムロ 高屋①広島 香川 倫輝 灘崎③岡山 山本 煌大 祇園①広島 16 9:45 大橋 優 高陽③岡山 松本 瞬乃介 安佐南②広島 伊藤 天智 倉敷第一③岡山 手嶋 海翔 須々万②山口

17 9:54 中上 遼真 西条①広島 藤江 十弥 斐川西②島根 栢原 悠斗 鹿野①山口

1st Tee 10th Tee

№ TIME 所属 所属 所属 所属 　 № TIME 所属 所属 所属 所属

18 10:03 宮内 美空 高千帆③山口 小林 夢羽 安佐③広島 長田 美紀 亀山②広島 安田 華 斐川西①島根 18 10:03 三木 瑛蓮 連島③岡山 末次 美晴 富田③山口 神田 陽色 如水館①広島 宮園 ゆりな 高川学園①山口

19 10:12 松本 愛未 八本松③広島 巻 詩詠梨 高川学園②山口 山野 莉彩子 府中学園②広島 中村 結 萩西①山口 19 10:12 秦 悠栞 山田③岡山 明石 瑠花 鳳②広島 真庭 咲希 昭和北③広島 竹本 希凪 高川学園①山口

20 10:21 龍本 奈月 安西②広島 光浪 くるみ 東出雲②島根 明石 璃乃 鳳①広島 上田 絢音 高川学園③山口 20 10:21 佐川 安奈 福田③岡山 青井 姫奈 岡山大学附属③ 谷口 莉子 東①鳥取 三宅 羽奈 府中②広島

21 10:30 坂本 遥 吉島③広島 小笠原 瑞季 緑ヶ丘②広島 森 愛深 藤田②岡山 江山 果穂 高川学園③山口 21 10:30 小田 祐夕 深川①山口 山﨑 晴稀 木之子②岡山 沖原 玖琉弥 倉敷第一③岡山 中島 千宙 青翔開智③鳥取

22 10:39 井上 翠唯 妹尾①岡山 寺岡 鈴音 府中学園①広島 杠 芭菜 宍道①島根

★ スタート時刻変更およびラウンドの中止等、今後の変更事項についてはCGUホームページ又はクラブハウス内に告知するのでご確認ください。

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.0827-52-1800) 競技委員長 谷　本　雄　謙

３. 無断欠場は、来年度の当該競技への出場を停止する。

選手名 選手名 選手名選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

2022年度(第27回)中国ジュニアゴルフ選手権競技男子12歳～14歳の部 兼 2022年度全国中学校ゴルフ選手権大会第66回個人の部中国予選

( 6,505Yards  Par 72)

(参加者：33名)

スタート時刻及び組み合わせ表 和木ゴルフ倶楽部

[第1ラウンド：2022年07月21日(木)] 主催：(一財)中国ゴルフ連盟/中国高等学校・中学校ゴルフ連盟

選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

[第1ラウンド：2022年07月21日(木)] 主催：(一財)中国ゴルフ連盟/中国高等学校・中学校ゴルフ連盟

選手名 選手名 選手名

2022年度(第27回)中国ジュニアゴルフ選手権競技女子12歳～14歳の部 兼 2022年度全国中学校ゴルフ選手権大会第66回個人の部中国予選

スタート時刻及び組み合わせ表 和木ゴルフ倶楽部

(参加者：35名)

( 6,127Yards  Par 72)


