
　 　

氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名 氏　　　　　名

（県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年） （県・学校名　学年）

11 いしばし　たくと 12 きむら　りゅうのすけ 13 いけだ　しょうた 1011 わたなべ　せりーぬ　さやか 1012 つかはら　まりか 1013 うめばやし　ゆい

石橋　拓門 木村竜之助 池田　勝汰 渡部セリーヌ清香 塚原茉里香 梅林　結衣

21 なかやま　すずき 22 あいづ　せいのすけ 23 とみた　ひろと 24 えがみ　あつき 1021 こじま　まりな 1022 ひだか　りな 1023 うらさき　りょう 1024 ますなが　あみ

中山　涼希 會津誠之輔 冨田　大翔 江上　敦哉 小嶋真莉奈 日髙　璃奈 浦崎　　涼 益永　彩未

31 あきたか　ひろお 32 ひらの　しゅうや 33 たけのうち　かずまさ 34 よしみず　せいや 1031 かわぐち　こころ 1032 たにぐち　あいり 1033 まえざと　なな 1034 あがりお　すずの

秋高　大旺 平野　秀也 竹ノ内宗雅 吉水　晴耶 川口　心路 谷口　愛莉 前里　奈々 上尾　涼乃

41 まるお　れお 42 きのした　たいほう 43 おの　つばさ 44 いりぐち　ゆうだい 1041 こほり　みあ 1042 こにし　ゆめ 1043 はなしろ　ここ 1044 ひらはた　かこ

☆ 丸尾　怜央 木下　大峰 小野　　翼 入口　裕大 小堀　未愛 小西　優恵 花城　来香 平畑　佳子

51 しげはら　たいし 52 まつおか　れんたろう 53 しもむら　じょうじ 54 ひょうどう　らい 1051 ひだり　なな 1052 とみた　ゆき 1053 はまや　ここみ 1054 えんどう　ゆいな

重原　大志 松岡廉太郎 下村　丈治 兵藤　　来 ☆ 左　　奈々 冨田　有紀 濱屋　心実 遠藤　由菜

61 よねやま　りょう 62 おおかき　てんしょう 63 たがわ　はやて 64 かとう　そうま 1061 たけおか　みさき 1062 よしたけ　りん 1063 あらき　りむ 1064 かねなわ　みはる

米山　　遼 大柿　天嵩 田川　隼禎 加藤　颯真 竹岡　美咲 吉武　　凛 荒木　璃夢 金縄　心春

71 やない　たいき 72 せきの　かずき 73 てるきな　あさひ 74 やまもと　けんた 1071 うえむら　れいこ 1072 はしぐち　えみ 1073 こぜ　ななみ 1074 よしだ　ひより

矢内　大喜 関野　雄希 照喜名朝昇 山本　健太 上村　麗子 橋口　恵美 小瀬菜々美 吉田ひより

81 せきの　こうき 82 ひが　いっしん 83 てらだ　けいし 84 あいほし　いぶき 1081 はるやま　あい 1082 ひらお　さき 1083 はやし　あにか 1084 まつなが　あい

関野　晃希 比嘉　一心 寺田　慶史 相星　冴吹 春山　　愛 平尾　咲希 林　亜如華 松永　　藍

91 ふくち　らいむ 92 すみ　たくま 93 かさも　ふたば 1091 ふくだ　めい 1092 いわもと　なの 1093 うえがすみ　のあ 1094 ほんだ　まちこ

福地　禮夢 角　　拓真 笠茂　二葉 福田　萌維 岩本　菜乃 上霞　希歩 本田真千子

101 よね　まさのしん 102 さかもと　けいすけ 103 ながどう　ゆうし 104 さだもと　ふうた 1101 あらき　ゆうな 1102 むらた　かほ 1103 かなどう　れい 1104 ながの　りお

米　誠ノ心 坂本　佳祐 長堂　佑思 貞許　楓太 ☆ 荒木　優奈 村田　可朋 金堂　麗李 永野　里桜

111 きむら　ともや 112 ふじい　たいき 113 ひぐち　だいや 114 しんじょう　おとや 1111 まるお　れいな 1112 ふくやま　ゆめ 1113 はやし　さやか 1114 ながい　みゆ

木村　智哉 藤井　太己 樋口　大弥 新庄　音也 丸尾　羚水 福山　由萌 林　　明花 長井　心優

121 ひらばる　りょうた 122 なかやま　せいた 123 おおつぼ　てる 124 たにぐち　たくみ 1121 ふじもと　あいな 1122 よしおか　ほのか 1123 つきじ　ゆい 1124 さかた　かな

平原　綾太 中山　晴太 大坪　耀 谷口　拓海 藤本　愛菜 葭岡ほのか 築地　由依 坂田　加奈

131 おおち　ゆうと 132 すぎさき　まさひと 133 おがさわら　えいた 134 こうじ　とうや 1131 やました　こはる 1132 すが　ふうか 1133 よこお　みのり 1134 まつだ　もも

大地　悠遥 杉﨑　聖仁 小笠原英汰 幸治　透弥 ☆ 山下　心暖 菅　　楓華 横尾みのり 松田　　桃

141 やまかわ　ゆうたろう 142 みなみ　こうわ 143 たなか　しゅう 144 いわした　ともき 1141 みあけ　さくらこ 1142 こうの　るい 1143 よぎ　こはる 1144 さだおか　あいな

山川雄太郎 南　　巧和 田中　　柊 岩下　知樹 三明　桜子 河野　るい 與儀　小桜 貞岡藍依菜

151 もとよし　しょう 152 にしかわ　ゆうしん 153 いでりは　しょうたろう 154 ながの　ひろと 1151 つかもと　ここ 1152 やの　あやか 1153 こしおかわ　せり 1154 はだ　ななか

本吉　　翔 西川　優臣 出利葉翔太郎 永野　寛翔 塚本　心々 矢野　絢花 小潮川せり 羽田菜々夏

161 うえやま　たいが 162 いとう　なぎさ 163 もり　こたろう 164 きむら　しゅんのすけ ☆印は全国シード選手

上山　虎雅 伊東　　渚 森　琥太郎 木村俊之介 ※２1日（水）の開会式は、予定を変更し中止とする。

※受付は午前６時30分開始。欠席者が出た場合など、組み合わせやスタート時間を変更する場合がある。

第43回九州沖縄高等学校ゴルフ選手権春季大会

＜第１日＞
と　き：2022年12月22日（木）

アウトスタート（男子の部） インスタート（女子の部）
ところ：臼杵カントリークラブ
　☎　：0972-65-3131

（福岡・沖学園❶） （熊本・尚絅❷） （沖縄・エナジックスポーツ❶） （福岡・一ツ葉❷）

組 時間 組 時間

1 8:00 17 8:00

（宮崎・日章学園❷） （熊本・熊本国府❷）

3 8:18 19 8:18

（宮崎・日章学園❷） （熊本・東稜❶）

2 8:09 18 8:09

（宮崎・日章学園❷） （福岡・沖学園❶） （熊本・熊本国府❷） （大分・大分❶）

（大分・柳ヶ浦❷） （福岡・沖学園❷） （福岡・沖学園❷） （宮崎・日章学園❶） （沖縄・興南❶） （大分・大分❷）

（福岡・沖学園❶） （宮崎・富島❷） （沖縄・コザ❶） （大分・大分❷）

5 8:36 21 8:36

（鹿児島・鹿児島城西❶） （福岡・嘉穂❶）

4 8:27 20 8:27

（宮崎・日章学園❶） （大分・柳ヶ浦❶） （福岡・沖学園❶） （熊本・東海大星翔❷）

（熊本・東海大星翔❷） （長崎・長崎日大❷） （福岡・沖学園❶） （宮崎・日章学園❶） （鹿児島・鹿児島城西❷） （大分・柳ヶ浦❶）

（福岡・沖学園❷） （宮崎・日章学園❷） （沖縄・那覇西❷） （大分・柳ヶ浦❶）

7 8:54 23 8:54

（鹿児島・樟南❷） （福岡・福岡第一❶）

6 8:45 22 8:45

（鹿児島・鹿児島城西❶） （長崎・長崎日大❷） （沖縄・興南❷） （福岡・沖学園❷）

（沖縄・興南❷） （福岡・常磐❶） （宮崎・日章学園❷） （鹿児島・樟南❶） （大分・柳ヶ浦❶） （福岡・沖学園❷）

（福岡・沖学園❶） （宮崎・日章学園❶） （鹿児島・樟南❶） （大分・柳ヶ浦❶）

9 9:21 25 9:21

（宮崎・日章学園❷） （福岡・沖学園❷）

8 9:03 24 9:03

（福岡・福岡第一❷） （沖縄・名護❷） （福岡・明蓬館❶） （鹿児島・樟南❷）

（鹿児島・尚志館❷） （宮崎・日章学園❶） （福岡・門司学園❷） （熊本・東海大星翔❶） （長崎・長崎日大❷）

（福岡・福岡第一❷） （宮崎・日章学園❶） （熊本・熊本国府❷） （長崎・長崎日大❷）

11 9:39 27 9:39

（福岡・魁誠❶） （長崎・長崎日大❷）

10 9:30 26 9:30

（鹿児島・樟南❷） （長崎・長崎日大❷） （沖縄・興南❶） （福岡・沖学園❷）

（沖縄・興南❶） （鹿児島・樟南❷） （宮崎・日章学園❷） （鹿児島・樟南❶） （大分・柳ヶ浦❶） （福岡・沖学園❶）

（宮崎・日章学園❷） （熊本・熊本国府❷） （福岡・沖学園❶） （大分・別府翔青❶）

13 9:57 29 9:57

（福岡・沖学園❶） （長崎・長崎日大❶）

12 9:48 28 9:48

（福岡・常磐❷） （鹿児島・鹿児島城西❶） （福岡・福岡第一❷） （熊本・東海大星翔❷）

（宮崎・日章学園❶） （熊本・東海大星翔❶） （宮崎・日章学園❷） （福岡・沖学園❶） （大分・柳ヶ浦❶）

（福岡・沖学園❶） （宮崎・日章学園❷） （鹿児島・樟南❷） （大分・柳ヶ浦❶）

（宮崎・日章学園❶） （沖縄・宜野座❷） （大分・大分❷）

（福岡・沖学園❷） （大分・柳ヶ浦❷） （沖縄・興南❶） （宮崎・日章学園❶）

14 10:06 30 10:06

（福岡・沖学園❷） （大分・柳ヶ浦❶） （鹿児島・樟南❷） （熊本・東海大星翔❶）

（鹿児島・鹿児島城西❷）

16 10:24

（宮崎・日章学園❷） （大分・大分❷） （福岡・沖学園❶） （熊本・熊本国府❶）

（福岡・沖学園❷） （大分・大分❷） （福岡・福岡第一❷）

15 10:15 31 10:15

（宮崎・日章学園❷） （熊本・熊本国府❷）


