
ＯＵＴ 時間 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名

1 8:00 下家　秀平 東大阪柏原③ 樫村　将汰 興國② 高崎　一希 近大附①

2 8:08 下家　秀琉 大阪学院② 小梶　　蓮 大産大② 宮本　哲也 近大附②

3 8:16 丹羽　海太 興國③ 岡田　拓也 東大阪柏原③ 牛窪　晴亮 大阪学院① 荒木 上総 大産大①

4 8:24 小寺　大佑 大阪学院② 松岡　翔大郎 興國② 山田　耕平 近大附③ 鍛治　佑綺 東海大仰星③

5 8:32 三田　貴樹 興國② 成田　裕作 浪速① 井口　雄斗 東海大仰星② 0 #N/A

6 8:40 光成　良治 興國① 高橋　駿輔 東海大仰星① 中塚　裕生 大阪学院② 治川　　奏 大産大②

7 8:48 田中　裕真 大商大③ 白樫　甲志朗 東大阪柏原② 深井　楓翔 上宮① 尾白　昌大 近大附①

8 8:56 藤岡　壱成 興國③ 長谷川 幸貴 大阪学院② 馬場　俊輔 大産大③ 檀上　真尋 近大附②

9 9:04 大橋 浩太朗 大阪学院③ 池内　豪生 近大附② 後藤　大翔 大阪学院① 萬田　晃成 興國②

10 9:12 植田　晃大 大商大③ 土田　直人 大阪学院① 小猿　泰志 近大附③ 松木　勇人 興國②

11 9:20 和泉　健太郎 近大附② 樽井　友哉 大商大③ 山口　聖斗 大産大② 川﨑　遊大 興國②

12 9:28 児玉　健太郎 大商大③ 尾崎　敬也 大阪学院② 古内　大智 早稲田摂陵① 片岡　　廉 近大附②

13 9:36 川上　慶也 PL学園中③ 藤原　裕次郎 清風中② 寺山　晴登 関大一中① 0 #N/A

ＩＮ 時間 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名 氏 名 学 校 名

1 8:00 田中　裕基 興國① 和田 駿之介 大阪学院① 上谷　瞭雅 近大附②

2 8:08 平田　憲聖 大阪学院③ 広山　雄大 大商大③ 藤田　　旭 近大附② 今井　湧介 興國②

3 8:16 菊池　悠斗 興國② 佐藤　宗斗 大阪学院③ 藤田　　光 東海大仰星① 松田　　堅 近大附②

4 8:24 濵野　太生輝 大商大③ 栗田　晃佑 大阪学院② 安達　　渉 興國② 竹本　知生 大産大①

5 8:32 河合　慈英 関大一③ 稲澤　航史郎 興國① 平山　翔 近大附属③ 宮本　祥正 大産大①

6 8:40 蝉川　泰果 興國③ 中田 康太郎 大阪学院② 島ノ江　雄大 近大附③ 米田　　翔 東海大仰星②

7 8:48 真鍋　和馬 近大附① 瀧原　海里 大阪学院① 西村　駿徳 大産大② 寺井　柊平 関大一②

8 8:56 藤原　直輝 興國① 田畑　　蓮 近大附② 香山　吏玖 浪速① 松本 康平 大阪学院①

9 9:04 渡　　龍一 興國③ 奥田　匠哉 大産大① 松永　真一 近大附③ 東野　大洋 大阪学院①

10 9:12 島末　大洋 興國② 森木　　迅 大阪学院① 真野　聖也 近大附② 吉田　英誉 関大一②

11 9:20 髙瀬　龍馬 興國③ 橋本 賢至郎 大阪学院② マルシャデス山本怜央 近大附① 金谷　翔汰 東大阪柏原②

12 9:28 岸田　龍之介 近大附① 髙瀬　鳳太 興國① 坂元　優紀 東海大仰星② 伊南　　徹 大阪学院①

13 9:36 北口　 拓磨 近大附③ 益岡　建行 大阪学院① 吉本　和生 関大一① 加治木　優真 東大阪柏原②

★クラブハウスの会場は午前６時３０分です。
★大会当日、クラブバスの運行はありませんので、ご注意下さい。

平成３０年度（第２１回）　大阪府中学校私学総合体育大会（ゴルフ競技の部）
平成３０年度（第６５回）　大阪府高等学校私学総合体育大会（ゴルフ競技の部）

大阪ゴルフクラブ
平成３０年９月１０日

★国道２６号線バイパスは渋滞が発生します。渋滞による遅刻は失格となりますので、くれぐれも注意してください。
★自宅と会場との往復は学校の制服を着用してください。制服がない学校の場合はブレザーを必ず着用してください。


