
令和４年度　第６９回　大阪府高等学校私学総合体育大会（ゴルフ競技の部）
令和４年度　第２５回　大阪府中学校私学総合体育大会（ゴルフ競技の部）

令和4年9月5日
大阪ゴルフクラブ

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 小林 匠 大阪学院③ 東野 繁城 興國① 田中 龍之介 大阪学院① 中村 仁 近大附①

2 7:38 竹葉 光希 大阪学院③ 山本 紋大 興國② 武市 凌和 大阪学院① 中井 健翔 近大附②

3 7:46 松並 将輝 大阪学院① 奥川 大誠 興國② 山田 佳 大阪学院① 浅香 諒 近大附③

4 7:54 亀井 幹大 大阪学院① 樋口 誠志 興國① 阿形 凌央 大産大③ 高橋 琉晟 近大附③

5 8:02 辻野 巧真 PL学園中③ 杉森 大悟 東海大仰星中③ 田中 礼音 浪速中③ 村下 翔紀 東海大仰星中③

6 8:10 庄内 太我 大阪学院③ 皿木 大智 興國② 井上 耕太朗 大阪桐蔭③ 井上 聡太 大産大①

7 8:18 長友 凜太郎 大阪学院① 東野 秀馬 興國② 辻上 翔眞 大阪桐蔭② 山田 叡門 大産大③

8 8:26 柴田 晨之介 大阪学院② 白野 柚稀 興國② 長野 莉久斗 大阪桐蔭① 大音 優也 大産大③

9 8:34 森田 圭治 東海大仰星中③ 竹島 空斗 浪速中③ 西原 壱信 東海大仰星中③ 隅田 陛大 浪速中②

10 8:42 波部 俊一朗 大阪学院① 福村 航汰朗 興國① 大島 琥太郎 大阪桐蔭① 三浦 一真 大産大①

11 8:50 市川 和武 大阪学院② 志積 拓弥 興國① 松田 夏月輝 大阪桐蔭②

12 8:58 奥野 春菜 四天王寺東中③ 尾沼 姫南 東海大仰星中③ 南田 りいな 四條畷学園中➁

13 9:06 佐沢 愛々 大阪学院③ 仲村 美咲 大阪桐蔭③ 秋田 光梨 好文学園②

14 9:14 山本 唯依 大阪学院③ 中井 愛理 大阪桐蔭① 角江 愛梨 好文学園② 田口 奈那 浪速③

15 9:22 三井 優奈 大阪学院① 河野 きおら 大阪桐蔭② 森下 芽彩 好文学園① 奥 優芽 近大附②

16 9:30 伊藤 亜衣 大阪学院② 滝澤 里菜 大阪桐蔭② 加藤 麗奈 好文学園① 廣田 樹里 近大附①

17 9:38 丹羽   櫻 大阪学院① 好村 愛咲 近大附① 中田 美咲 東海大仰星②

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 寺澤 凌輝 大阪学院③ 平松 孝太郎 興國① 髙橋 一真 大阪桐蔭① 辰巳 翔流 近大附①

2 7:38 伊藤 悠成 大阪学院③ 赤松 成眞 興國① 林 稜雅 大阪桐蔭② 井上 和輝 近大附②

3 7:46 永美 礼至 大阪学院③ 馬田 大嘉 興國① 大谷 翼 大阪桐蔭③ 丘 伍恭 近大附②

4 7:54 内田 宗寿 東海大仰星中③ 阪 幸汰 浪速中③ 古瀬 雄太朗 アサンプション国際中③ 斉藤 琉加 浪速中②

5 8:02 仮屋 天太 大阪学院③ 大野 気哉希 興國③ 石原 龍之介 大阪桐蔭② 安富 寛晟 近大附②

6 8:10 平田 裕聖 大阪学院③ 升田 大吾 興國③ 杉原 亜規 大阪桐蔭③ 福永 航平 近大附①

7 8:18 大上 慶悟 大阪学院③ 今村 吏桜 東大阪大柏原① 中村 惠登 大阪桐蔭③ 名越 大地 大産大②

8 8:26 浦西 亮輔 金光八尾中① 溝川 大耀 浪速中② 渡邊 瑛斗 東海大仰星中② 朴 俊城 浪速中①

9 8:34 山野 蒼真 大阪学院③ 山邊 一徳 東大阪大柏原① 佐光 獅士 大阪桐蔭② 出口 皓晶 浪速③

10 8:42 奥野 竜司 大阪学院③ 東 到矢 東大阪大柏原① 古澤 築 大産大② 石田 康輝 関大一②

11 8:50 光田 隼平 大阪学院② 白木 康友 東大阪大柏原① 申 泰典 関大一② 天野   昴 浪速②

12 8:58 伊藤 駿希 大阪学院② 小島 玲人 東大阪大柏原① 松井 利空 浪速①

13 9:06 奥野 絢 四天王寺東中① 中村 寿光鈴 東海大仰星中① 芝山 華歩 浪速中①

14 9:14 山田 萌香 大阪学院② 元山 優里 大阪桐蔭① 大谷 祐希子 大阪学院②

15 9:22 中井 花梨 大阪学院③ 吉滿 香歩 大阪桐蔭① 織田  梨愛 大阪学院② 佐藤 あおい 大産大①

16 9:30 小泉 舞優 大阪学院③ 松田 菜々榎 大阪桐蔭② 塩路 千尋 近大附② 小田嶋 永遠 大産大②

17 9:38 水村 真由 大阪学院③ 森田 乃愛 大阪桐蔭② 池田 琉海 大産大①

18 9:46 天野 亜紀 大阪学院③ 西原 莉乃 大阪桐蔭③ 中西 彩晴 近大附② 山本 りあん 東海大仰星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。
※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・中学校ゴルフ連盟事務局　０９０－９８８８－２２９８


