
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 石橋　怜久 大阪学院大学 野口　博正 大阪学院大学 竹葉　光希 大阪学院大学 永美　礼至 大阪学院大学
2 7:38 松村　知慶 大阪学院大学 山野　蒼真 大阪学院大学 小林　　匠 大阪学院大学 平田　裕聖 大阪学院大学
3 7:46 夕田　大夢 大阪学院大学 仮屋　天太 大阪学院大学 寺澤　凌輝 大阪学院大学 大上　慶悟 大阪学院大学
4 7:54 植田　剛央 大阪学院大学 奥野　竜司 大阪学院大学 伊藤　悠成 大阪学院大学 中道　悠仁 東大阪大学柏原
5 8:02 金村　功太郎 大阪学院大学 庄内　太我 大阪学院大学 辻本　智大 大阪学院大学 水島　健介 東大阪大学柏原
6 8:10 野々瀬　圭 大産大附 木下　朝貴 大産大附 岡田　拓人 大産大附 新井　陸大 大産大附
7 8:18 西田　侑生 大産大附 志村　董悟 大産大附 阿形　凌央 大産大附 大屋　眞哉 大産大附
8 8:26 猪口　大我 大産大附 小林　壱成 大産大附 山田　叡門 大産大附 大音 優也 大産大附
9 8:34 上田　龍 興国 北川　将圭 興国 萬田　悠介 興国 大野　気哉希 興国
10 8:42 丘　　尊伍 興国 黒田　尚文 興国 森村　蓮 興国 亀井　幹大 吹田五中②
11 8:50 村上　匠 ルネサンス大阪 堺　永遠 ルネサンス大阪 鈴木　深詞 ルネサンス大阪 相楽　洸希 高野台中②
12 8:58 東野　秀馬 久宝寺中③ 東野　繁城 久宝寺中② 宇野　博揮 鳥取中② 池内　大心 三国中①
13 9:06 奥川　大誠 歌島中③ 奥川大翔 歌島中① 長友　凜太郎 春木中② 古瀬　雄太朗 アサンプション国際中①

14 9:14 皿木　大智 光陽中③ オティエノ志音 高槻九③ 谷川　仙一朗 彩都の丘中① 北野 貴斗 福泉南中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 上野　藍子 大阪学院大学 森田　彩聖 大阪学院大学 水村　真由 大阪学院大学 中井　花梨 大阪学院大学
2 7:38 川﨑　春花 大阪学院大学 山田　こころ 大阪学院大学 小泉　舞優 大阪学院大学 山本　唯依 大阪学院大学
3 7:46 坂下　一葉 大阪学院大学 天野　亜紀 大阪学院大学 佐沢　愛々 大阪学院大学
4 7:54 田中 陽菜 近大附属 福田　華梨 近大附属 柏倉 愛里衣 近大附属 松井　克樹 近大附属
5 8:02 桂　　大知 近大附属 浅香　諒 近大附属 康　　太暉 近大附属 土井　健太郎 近大附属
6 8:10 河野　通ノ丞 近大附属 新武大悟 近大附属 鈴木　貴大 近大附属 冨田　翔真 近大附属
7 8:18 宮内　翔矢 近大附属 井戸本孝太 近大附属 髙橋　琉晟 近大附属 林　　聖真 近大附属
8 8:26 山田　紘生 近大附属 井上　輝政 近大附属 嶽本 浩太朗 近大附属 東原　大路 近大附属
9 8:34 南坂 大輔 近大附属 高木　駿 関大一 吉田　真茂 関大一 南　　宏樹 関大一
10 8:42 板垣　慧紀 関大一 吉田　優希 関大一 梶原　詠斗 関大一 今田 一輝 豊中五中①
11 8:50 森本　健太 東海大仰星 森田　圭治 東海大仰星中① 東　到矢 東海大仰星中② 百田　一郎 摂津五中①
12 8:58 石原　龍之介 佃中③ 佐光 獅士 歌島中③ 波部　俊一朗 瑞光中② 小竹　遼河 堀江中①
13 9:06 松井　利空 浪速中② 阪　　幸汰 浪速中① 竹島　空斗 浪速中① 白木　康友 平井中②

※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
※キャンセルの場合は大阪府高等学校ゴルフ連盟事務局（０９０－９８８８－２２９８）に連絡すること
※ラウンド中練習球を打つことはできません。発覚した場合は厳重注意します。

令和２年度　大阪府高等学校ゴルフ選手権秋季大会
令和２年度　大阪府中学校ゴルフ選手権秋季大会

令和元年９月２８日

太子カントリー倶楽部公式指定練習組合わせ


