
組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

なかもり　まさし おおたに　ゆうき いしむら　ゆうき えんどう　けんた

仲盛　将司 (香川西高 　3年) 大谷　裕貴 (香川中央高 3年) 石村　友樹 (英明高　2年) 遠藤　健太 (寒川高　2年)

かとう　かける かがわ　なたか よしだ　けいいちろう かわはら　ゆうすけ

加藤　翔 (寒川高　2年) 香川　奈鷹 (香川西高 　2年) 吉田　圭一郎 (善通寺第一高　 2年) 川原　祐輔 (香川西高 　2年)

しいうえざと　しょう すさみ　ひろき たかはし　ゆういちろう

後上里　正 (香川西高 　2年) 須佐美　日天樹 (寒川高　2年) 高橋　佑一郎 （高瀬高　2年）

なかもり　たかあき ふじむら　かいじ みやけ　まさき

仲盛　貴明 (香川西高 　2年) 藤村　海志 （琴平高　2年） 三宅　将生 (寒川高　2年)

にしやま　たいこう なんば　そういち ささお　しょうた

西山　大広 (香川西高 　1年) 灘波　綜一 (高松西高 　1年) 笹尾　翔太 (英明高　１年)

くりもと　かずひろ おぎた　ゆうすけ たかしま　こたろう たけかわ　ゆうき

栗本　和博 （三豊豊中中　3年） 荻田　優介 （香川誠陵中　3年） 高嶋　虎太郎 （高松古高松中　3年） 竹川　雄喜 （高松第一中　3年）

まるやま　つばさ ふじさわ　あらん やました　たいが くろかわ　いつき

丸山　翼 (高松木太中　3年) 藤澤　亜蘭 (香川誠陵中　3年) 山下　泰雅 (高松屋島中 3年) 黒川　逸輝 （高松古高松中　2年）

くろかわ　こうき なかそね　たろう まえだ　りんたろう かとう　ひろき

黒川　航輝 （高松古高松中　2年） 中曽根　多朗 （香川第一中　2年） 前田　綸太郎 (丸亀東中 2年) 加藤　祐紀 （高松古高松中　1年）

おちあい　りょう かとう　わたる よしもと　しょうた かねたか　たいじょう

落合　凌 （高松北中　1年） 加藤　渉 （高松勝賀中　1年） 吉本　翔雄 (丸亀飯山中 1年) 金髙　大乘 （高松古高松中　1年）

めが　だいや なみき　かなた はたの　ともき わたなべ　あい

妻鹿　大也 （高松古高松小　3年） 並木　叶太 （琴平象郷小　3年） 秦野　智貴 （高松太田南小　3年） 渡邉　愛 （高松仏生山小　3年）

くろき　ゆうた きたむら　あきひろ こばやし　もゆ

黒木　雄太 (丸亀郡家小 3年) 北村　昂大 （高松古高松南小　2年） 小林　桃幸 （高松川島小　1年）

組 時刻 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
おかだ　あいり かげまさ　しゅうか たなか　かえ くろだ　あかり

岡田　愛梨 (香川西高 　3年) 景政　柊蘭 (香川高専高松　3年) 田中　佳叡 (英明高　2年) 黒田　彩佳理 (高松中央高　1年)

あべ　みのり たにもと　じゅんな ほり　さんご なかやま　きさき

阿部　実里 (香川西高 　2年) 谷本　純菜 (高松中央高　1年） 堀　さんご (英明高　１年) 中山　妃咲 (英明高　１年)

くろだ　ひかり しんみょう　みく おか　はつき ほそたに　なな

黒田　光理 (高松木太中　3年) 新名　未来 (高松桜町中　3年） 岡　初紀 (高松協和中　 2年) 細谷　奈々 （綾南中　2年）

さいが　りお まつばら　ゆいか きうち　まい

斉賀　里緒 （丸亀東中　2年） 松原　唯華 （高松香東中　2年） 木内　真衣 （高松勝賀中　1年）

のだ　りんたろう かめい　そうた きたおか　こうのすけ かわさき　たかと

野田　倫汰郎 （宇多津小　6年） 亀井　壮汰 (丸亀飯野小 6年) 北岡　晃之介 （高松一宮小　6年） 川崎　天翔 （高松安原小　6年）

たけかわ　かずと みやけ　ゆうき さの　しょうご おかざき　かずま

竹川　加寿斗 （高松第一小　6年） 三宅　勇輝 (丸亀富熊小 6年) 佐野　奨悟 （高松安原小　6年） 岡﨑　和真 （高松木太北部小5年）

すぎはら　こうき いまじ　しゅうと ひがし　たくみ まつばら　こうたろう

杉原　光紀 (多度津小　5年) 今治　脩都 （高松太田南小　5年） 東　拓未 (多度津小　5年） 松原　光太朗 （高松円座小　5年）

きたむら　つばさ うえはら　かいせい わたなべ　だいき かとう　まさる

北村　翼 （高松屋島小　5年） 上原　海成 （高松中央小　5年） 渡邉　大貴 （高松仏生山小　5年） 加藤　將 （高松弦打小　4年）

ふるせ　こういちろう たかはし　かずひろ やまだ　かずき

古瀬　幸一朗 （さぬき市神前小4年） 高橋　和浩 （高松第一小　4年） 山田　和輝 （高松十河小　4年）

いぬかい　もえ ささき　あやめ とくだ　れおな

犬飼　萌 （高松亀阜小　6年） 佐々木　文萌 （高松亀阜小　6年） 徳田　鈴音菜 （高松中央小　6年）

こばやし　みゆ ときわ　みほ よしもと　さおり もりた　あやか

小林　実夢 （高松川島小　5年） 常盤　海帆 （高松太田南小　5年） 吉本　早織 (丸亀飯山南小 5年) 森田　彩夏 （高松新番丁小　4年）

と   き　 平成２５年８月１９日(月)
ところ　 屋島カントリークラブ
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2013 第６回

香川県ジュニアゴルフ大会

・注意事項

〇 組合せは当日変更する場合がございます。

〇 スタート時刻の１０分前にはスタートのティーグランド周辺に待機してください。

〇 高校生のドレスコードは「香川県高等学校ゴルフ連盟」の内規に準じます。

〇 「競技の条件・ローカルルール・注意事項」「周知事項【小学生のみ】」を必ず読んでください。

〇 コース内での携帯電話の使用は、許可を得てからにしてください。


