
OUTスタート（暖流コース） INスタート（太平洋コース）

組 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名 時間 組 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名

かとう　わたる むらた　こうたろう すわき　ゆうり こんどう　ゆうま やまうら　たいき かわい　せいや もりさき　まさや たけした　かいと

加藤　渉 村田　幸大郎 洲脇　宥吏 近藤　有真 山浦　太希 河合　聖哉 森﨑　公也 竹下　海人

くりもと　かずひろ とうげ　はると にし　りゅうと にしかわ　ひろさと おおやけ　まさき たかはし　かいり たどころ　ひろき にしおか　たいぞう

栗本　和博 唐下　明徒 西　琉斗 西川　博聡 公受　将輝 髙橋　海理 田所　裕槻 西岡　泰造

いのうえ　しんや くま　ゆきや なかがわ　けいすけ にしむら　たくま くろかわ　いつき やまうち　はやて さくらい　せいま

井上　慎也 熊　由樹也 中川　慶亮 西村　拓磨 黒川　逸輝 山内　颯 桜井　聖真

くろかわ　こうき にわ　かいと てらお　りじえ たけだ　かんた みくら　まさき かどた　けんたろう どい　たくや

黒川　航輝 丹羽　海太 寺尾　利爾枝 武田　栞汰 三倉　誠生 門田　健太郎 土居　卓矢

ひがし　だいち まるやま　つばさ やまさき　しょうた ひびの　あらた ほおかべ　たつや たなか　しんのすけ こだま　かずき くわばら　ゆうと

東　大智 丸山　翼 山﨑　翔太 日比野　新 佐伯部　竜也 田中　伸乃輔 児玉　和生 桒原　悠人

はやしもと　まさたか たにもと　ゆうすけ たなか　しょうご せきの　やすまさ こにし　ゆうき たかお　あつひと うえだ　じん いしかわ　しんいちろう

林元　将崇 谷本　有佑 田中　将吾 関野　恭成 小西　勇輝 髙尾　淳仁 上田　仁 石川　真一郎

さんだ　まひろ ばんどう　あつし すぎやま　たいが なかの　ゆうた おざき　わたる こうがみ　やまと きよた　ゆうだい しづか　しゅんぺい

三田　真弘 板東　篤司 杉山　大雅 中野　雄太 尾﨑　渉 鴻上　大和 清田　雄大 志塚　俊平

かさはら　あきら はまだ　かいと なかそね　たろう わだ　よしはる おかやま　ふみや ますだ　ゆうき たかむら　しょう

笠原　瑛 濱田　魁人 中曽根　多朗 和田　嘉晴 岡山　史弥 増田　湧希 髙村　奨

よしだ　たいき いでうら　ゆうと くちなか　じゅんや きた　れんじろう さかもと　まさのり おちあい　りょう きた　こうたろう くろだ　あつし

吉田　泰基 出浦　悠豊 口中　准也 喜多　錬二郎 坂本　将規 落合　凌 喜多　晃太郎 黒田　淳志

まつもと　まさき かわはら　まさひろ きくち　あきなり かどた　ともひろ すぎはら　たいが くぼた　ひろや たなまち　しゅん ほそみ　じゅん

松本　正樹 川原　正寛 菊池　晃成 門田　朋大 杉原　大河 久保田　皓也 棚町　駿 細見　隼

おおしま　いのち たけかわ　ゆうき ますだ　いつき さいとう　せいや おおしま　ほのお ますだ　こうへい なかむら　げんき さかきばら　ゆあ

大嶋　命 竹川　雄喜 増田　樹 斉藤　誠也 大嶋　炎 増田　康平 仲村　元暉 榊原　夢歩

かわもと　りき たけやま　こうせい いのうえ　としき ご　しんい ばんどう　としき とよやま　りょう あけさか　こうだい ともり　まさあき

河本　力 竹山　昂成 井上　俊樹 呉　心瑋 板東　寿匡 豊山　良 明坂　航大 土森　正彬

にしわき　まあく よしたけ　りょうま さたけ　かんた ぬくみ　かずき

西脇　まあく 吉武　稜真 佐竹　幹太 生見　和己

（参加者　97名）

（注意事項） 日　時　

1.欠席者のあった場合は、組合せを一部変更することがある。 会　場　

2.マーカーは、次打者、最終打者のマーカーは第１打者とする。

3.病気、事故などのため参加を取りやめる場合は、必ず事前にKochi黒潮カントリークラブ（0887-33-4455）または、Kochi黒潮カントリークラブ（0887-33-4455）へ届けること。 主　催　

4.無断欠場は、来年度の当該競技を含め、１年間Kochi黒潮カントリークラブ主催競技への出場を停止する。 競技委員長　竹中　幸市
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第１６回黒潮ジュニア選手権　スタート表
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平 成 27 年 8 月 26 日 ( 水 )

香川・勝賀中学校 愛媛・帝京第五高等学校 香川・香川西高等学校 高知・明徳義塾高等学校

高知・高知高等学校高知・明徳義塾高等学校広島・府中中学校茨城・日本ウェルネス高等学校

高知・高知高等学校 岡山・作陽高等学校 愛媛・帝京第五高等学校 高知・高知中央高等学校

高知・高知高等学校高知・明徳義塾高等学校大阪・文の里中学校香川・藤井学園寒川高等学校

高知・高知中央高等学校 香川・藤井学園寒川高等学校 香川・香川西高等学校 高知・明徳義塾高等学校

高知・高知高等学校香川・藤井学園寒川高等学校大阪・興國高等学校高知・明徳義塾高等学校

岡山・京山中学校 香川・香川西高等学校 高知・高知中央高等学校 高知・明徳義塾高等学校

香川・香川西高等学校高知・高知高等学校広島・熊野東中学校

香川・香川西高等学校 高知・高知中央高等学校 香川・藤井学園寒川高等学校 高知・高知高等学校

高知・高知高等学校愛媛・帝京第五高等学校香川・藤井学園寒川高等学校大阪・興國高等学校

大阪・ルネサンス大阪高等学校 愛媛・帝京第五高等学校

愛媛・帝京第五高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

高知・明徳義塾高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

高知・高知工業高等専門学校

高知・高知中央高等学校

香川・香川西高等学校

徳島・生光学園高等学校

岡山・作陽高等学校

愛媛・西条北中学校

高知・高知中央高等学校

福井・福井工業大学付属福井高等学校

香川・香川西高等学校

愛媛・今治明徳高等学校

愛媛・松山南高等学校

香川・高松北中学校

兵庫・滝川第二高等学校

岡山・作陽高等学校

高知・高知中央高等学校

高知・明徳義塾高等学校

高知・高知高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

高知・明徳義塾高等学校

高知・明徳義塾高等学校

高知・高知高等学校

愛媛・今治明徳高等学校矢田分校

愛媛・今治明徳高等学校

高知・高知中央高等学校

高知・高知高等学校

高知・明徳義塾高等学校

高知・明徳義塾高等学校

福井・福井工業大学付属福井高等学校

香川・香川西高等学校

高知・高知高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

岡山・多津美中学校

愛媛・松山聖陵高等学校

大阪・興國高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

大阪・興國高等学校

香川・香川西高等学校

香川・香川西高等学校

香川・香川西高等学校

高知・高知高等学校

高知・明徳義塾高等学校

高知・明徳義塾高等学校

高知・明徳義塾高等学校

香川・香川西高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

大阪・興國高等学校

高校生男子の部

高知・明徳義塾高等学校

高知・高知高等学校

高知・高知中央高等学校

高知・明徳義塾高等学校

岡山・作陽高等学校


