
OUT 時間 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名
1 7:30 吉田慎之介 立命館守山② 井上 輝政 近大附① 米倉慶 関大一②
2 7:38 夕田　大夢 大阪学院① 野々瀬 圭 大産大附① 安達　渉 興國③ 香山 吏玖 浪速②
3 7:46 宮内　翔矢 近大附① 樫村　将汰 興國③ 丸山　由貴 大阪桐蔭③ 伊南　　徹 大阪学院②
4 7:54 益岡　建行 大阪学院② 岸田　龍之介 近大附② 川﨑　遊大 興國③ 井関　翔太 大阪桐蔭②
5 8:02 長谷川　幸貴 大阪学院③ 荒木 上総 大産大附② 村上匠 ルネサンス大阪① 坂本　浩男 興國②
6 8:10 葛井　翔矢 東住吉③ 島末　大洋 興國③ 岸田悠平 関大一② 田畑　蓮 近大附③
7 8:18 上田　龍 興國① 松村　知慶 大阪学院① 尾白　昌大 近大附② 鎌田 凌羽 桃山学院①
8 8:26 土田　直人 大阪学院② 木下　迪君 大阪桐蔭② 高崎一希 近大附② 吉田英誉 関大一③
9 8:34 中田　康太郎 大阪学院③ 髙瀬　鳳太 興國② 深井楓翔 上宮② 堀 翔太 近大附②
10 8:42 茂苅 大 長尾谷③ 松木　勇人 興國③ 和田　駿之介 大阪学院② 出来裕哉 近大附②
11 8:50 三田　貴樹 興國③ 後藤　大翔 大阪学院② 瀬川俊輔 近大附② 古内　大智 早稲田摂陵②
12 8:58 黒田　尚文 興國① 堺永遠 ルネサンス大阪① 池内豪生 近大附③ 野口　博正 大阪学院①
13 9:06 菊池　悠斗 興國③ 高瀬虎成 ルネサンス大阪③ 真野聖也 近大附③ 牛窪　晴亮 大阪学院②
14 9:14 山口 聖斗 大産大附③ 東野　大洋 大阪学院② 片岡廉 近大附③ 吉本和生 関大一②
15 9:22 白樫 甲志朗 東大阪大柏原③ 萬田　晃成 興國③ 金村　功太郎 大阪学院① 井口雄斗 東海大仰星③
16 9:30 寺山晴登 関大一中② 波部　俊一朗 瑞光中① 北埜光龍 東百舌鳥中①
17 9:38 広山功喜 大池中③ 井上　和輝 長吉西中② 藤原　裕次郎 清風中③ 丘　伍恭 豊中四中②
18 9:46 皿木大智 光陽中② 石原龍之介 佃中② 林 稜雅 放出中② 長友 凜太郎 春木中①
19 9:54 山下和将 灘中③ 冨田啓斗 近大附中② 福永航平 盾津中① 東　到矢 東海大仰星中等部①
IN 時間 氏   名 学校名 氏   名 学校名 氏   名 学校名 氏   名 学校名
1 7:30 植田　剛央 大阪学院① 金谷 翔汰 東大阪大柏原③ 宮本哲也 近大附③
2 7:38 丘　　尊伍 大阪学院① 杉原　勇輝 大阪桐蔭③ 今井　湧介 興國③ 檀上真尋 近大附③
3 7:46 山下　勝将 大阪桐蔭② 鈴木深詞 ルネサンス大阪① 南坂　大輔 近大附① 坂中 一平 浪速①
4 7:54 光成　良治 興國② 石橋　怜久 大阪学院① 藤田 旭 近大附③ 松田駿人 ルネサンス大阪②
5 8:02 松岡　翔大郎 興國③ 栗田　晃佑 大阪学院③ マルシャデス山本怜央 近大附② 武村昂 関大一②
6 8:10 小寺　大佑 大阪学院③ 山﨑壮真 ルネサンス大阪① 上谷暸雅 近大附③ 森本　健太 東海大仰星①
7 8:18 藤原　直輝 興國② 瀧原　海里 大阪学院② 山下 海斗 今宮工科③ 松田　堅 近大附③
8 8:26 尾崎　敬也 大阪学院③ 田中　裕基 興國② 松尾照一郎 近大附②
9 8:34 和泉健太郎 近大附③ 森木　　迅 大阪学院② 門田　諒 興國② 岡本文希 関大一②
10 8:42 北川　将圭 興國① 奥田 匠哉 大産大附② 中塚　裕生 大阪学院③ 高橋駿輔 東海大仰星②
11 8:50 河合慈英 関大一③ 大城　在嗣 興國② 橋本　賢至郎 大阪学院③ 崎山　晴哉 興國②
12 8:58 真鍋　和馬 近大附② 稲澤　航史郎 興國② 嶋本英一郎 関大高等部① 中道 悠仁 東大阪大柏原①
13 9:06 下家　秀琉 大阪学院③ 藤田光 東海大仰星② 桂大知 近大附① 加治木 優真 東大阪大柏原③
14 9:14 小木野 太優 近大附③ 米田 翔 東海大仰星③ 青木雅也 高槻① 松本　康平 大阪学院②
15 9:22 白野　柚稀 北池田中② 亀井 幹大 吹田五中① 申 泰典 関大一中②
16 9:30 杉原　亜規 長栄中③ 野口 剣杜 豊中十中① 佐光  獅士 歌島中② 樋口 誠志 貝塚ニ中①
17 9:38 平松  孝太郎 市岡中① 角江勇稀 立命館守山中③ 中村 仁 常翔学園中① 園田　晃士朗 明星中①
18 9:46 竹葉　光希 貝塚二中③ 松並将輝 門真五中① 奥川　大誠 歌島中② 白木康友 平井中①

※スタート時刻１０分前には、スタートの用意（ルールブック・使用球・目土袋）を持って、スタートホール周辺で待機すること
※欠席の場合は事務局に電話連絡すること。無断欠席の場合は以後の出場を取り消すことがあります。
＊お問い合わせ　大阪府高等学校ゴルフ連盟事務局　０９０－９８８８－２２９８

2019年度大阪府高等学校ゴルフ選手権大会
2019年度　大阪府中学校ゴルフ選手権大会

2019年　５月13日
アートレイクゴルフ倶楽部


