
OUTスタート（暖流コース）
予選Ｇ 予選Ｇ 予選Ｇ 予選Ｇ
学校名 学校名 学校名 学校名

まつおか　りゅうや 76 よしもと　しょうた 76 じょうの　ひろと 75 うしつか　かいと 75

松岡　龍也 岡山・関西高等学校 吉本　翔雄 香川・藤井学園寒川高等学校 城野　寛登 高知・明徳義塾高等学校 牛塚　海斗 香川・四国学院大学香川西高等学校

かとう　まさる 74 かきもと　ゆうせい 74 のだ　りんたろう 74 かさはら　けいた 74

加藤　將 香川・高松市立勝賀中学校 垣本　優世 高知・明徳義塾高等学校 野田　倫汰郎 香川・高松中央高等学校 笠原　慶太 広島・熊野町立熊野東中学校

なりまつ　しょう 73 ふくずみ　しょう 73 いしづか　しょうり 73 ながた　しんたろう 73

成松　翔 香川・藤井学園寒川高等学校 福住　将 高知・明徳義塾高等学校 石塚　祥利 福岡・沖学園高等学校 長田　慎太郎 高知・土佐高等学校

にわ　かいと 73 いしかわ　ひろと 72 かとう　ひろき 72 むらみ　そうた 72

丹羽　海太 大阪・私立興国高等学校 石川　大翔 香川・藤井学園寒川高等学校 加藤　祐紀 香川・藤井学園寒川高等学校 村見　双汰 兵庫・滝川第二高等学校

かとう　わたる 71 おおしま　みなと 71 おちあい　りょう 71 たかみや　ちさと 71

加藤　渉 香川・藤井学園寒川高等学校 大嶋　港 岡山・倉敷市立多津美中学校 落合　凌 香川・高松北高等学校 髙宮　千聖 高知・明徳義塾高等学校

たなか　しょう 71 ありおか　しゅうま 70 なかざわ　だいき 70 おおしま　たから 70

田中　翔 愛知・ルネサンス豊田高等学校 有岡　秀真 高知・明徳義塾高等学校 中澤　大樹 兵庫・滝川第二高等学校 大嶋　宝 岡山・倉敷市立多津美中学校

かさはら　あきら 70 ひさつね　りょう 69 たむら　ぐんま 69 ふくずみ　しゅう 69

笠原　瑛 広島・瀬戸内高等学校 久常　涼 岡山・作陽高等学校 田村　軍馬 愛媛・松山市立北条北中学校 福住　修 高知・明徳義塾高等学校

INスタート（太平洋コース）
予選Ｇ 予選Ｇ 予選Ｇ 予選Ｇ
学校名 学校名 学校名 学校名

おくだ　ぶんた 76 あかせ　たかゆき 76 しますえ　たいよう 76 ひろうち　しゅう 77

奥田　文太 高知・明徳義塾高等学校 赤瀬　嵩幸 香川・四国学院大学香川西高等学校 島末　大洋 大阪・私立興國高等学校 弘内　秀 高知・明徳義塾高等学校

まつばら　しょうた 77 きくち　やすなり 77 いけだ　たくみ 77 やまうち　はやて 77

松原　将太 香川・藤井学園寒川高等学校 菊池　泰成 愛媛・帝京第五高等学校 池田　拓己 香川・四国学院大学香川西高等学校 山内　颯 高知・高知中央高等学校

こんだ　かずま 77 いけだ　ゆうき 78 かわさき　しょうご 78 かわさき　たかと 78

近田　一真 香川・藤井学園寒川高等学校 池田　優己 香川・四国学院大学香川西高等学校 川崎　奨悟 香川・高松中央高等学校 川崎　天翔 香川・四国学院大学香川西高等学校

なかがわ　しょうた 79 たけかわ　かずと 79 なかごし　りゅうき 80 わだ　りゅうせい 80

中川　聖太 香川・藤井学園寒川高等学校 竹川　加寿斗 香川・星槎国際高校 中越　龍希 高知・高知高等学校 和田　流星 香川・四国学院大学香川西高等学校

そん　せうぉん 80 たむら　たいじ 80 ともり　ときまさ 80 ふじもと　こうき 82

孫　世沅 高知・明徳義塾高等学校 田村　泰治 香川・藤井学園寒川高等学校 土森　隆正 高知・明徳義塾高等学校 藤本　幸希 岡山・関西高等学校

あおき　ゆうき 82 かめい　こうき 83 いとう　せきのり 83

青木　悠喜 高知・明徳義塾高等学校 亀井　康生 高知・明徳義塾高等学校 伊藤　碩法 高知・明徳義塾高等学校

でぐち　なおき 85 たかはし　りきや 88 あけさか　そうし 91

出口　直希 福岡・沖学園高等学校 高橋　力也 高知・明徳義塾高等学校 明坂　颯之 高知・明徳義塾高等学校

なかじま　ゆうすけ 92 かどの　かえで 103 みぞぶち　れいじ 105

中島　愉英 高知・高知中央高等学校 門野　楓 香川・高松中央高等学校 溝渕　麗二 高知・明徳義塾高等学校

（参加者　57名）

（注意事項）

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。

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）へ届けること。

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。

日　時　

会　場　

主　催　 Kochi黒潮カントリークラブ
競技委員長　日和﨑　二郎

第19回黒潮ジュニア選手権　組合せ表　【二日目】

高校生男子の部

（ 7110yard par72 ）

平 成 30 年 8 月 29 日
Kochi黒潮カントリークラブ
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