
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

かがわ　りお あおき　ゆうき なかじま　ゆうすけ なりまつ　しょう やまもと　ゆうへい みやけ　ゆうき まつだ　はやと

香川　凜央 青木　悠喜 中島　愉英 成松　翔 山本　悠平 三宅　勇輝 松田　駿人
まつだ　せいし たなか　ひびき ながた　しんたろう あけさか　そうし むらみ　そうた いのうえ　てるまさ まつおか　しょうま わだ　りゅうせい

松田　正史 田中　響己 長田　慎太郎 明坂　颯之 村見　双汰 井上　輝政 松岡　翔眞 和田　流星
のだ　りんたろう みつなり　りょうじ かみくぼ　たくみ かきもと　ゆうせい たかみや　ちさと おがわ　りゅうが まつき　ゆうと かどの　かえで

野田　倫汰郎 光成　良治 上久保　拓海 垣本　優世 髙宮　千聖 小川　龍雅 松木　勇人 門野　楓
ふじい　そうた きくち　やすなり かわさき　しょうご さえき　じん みた　たかしげ かがわ　だいき さたけ　とうご おおさき　だいき

藤井　想大 菊池　泰成 川崎　奨悟 佐伯　仁 三田　貴樹 香川　大樹 佐竹　統吾 大﨑　大暉
ふじわら　なおき やまさき　かい はらだ　しょうたろう まなべ　かずま おくだ　ぶんた なかたに　たつき まえだ　れんた

藤原　直輝 山﨑　凱 原田　将太朗 真鍋　和馬 奥田　文太 中谷　樹 前田　廉太
ふくずみ　しゅう とりい　ゆうおう ふるせ　こういちろう てらお　ゆうき たむら　たいじ きくち　ゆうと じょうの　ひろと ふじもと　こうき

福住　修 鳥井　佑旺 古瀬　幸一朗 寺尾　悠希 田村　泰治 菊池　悠斗 城野　寛登 藤本　幸希
たむら　ぐんま かとう　まさる さとう　みらの おおしま　みなと いけだ　ゆうき はまだ　りうと

田村　軍馬 加藤　將 佐藤　未来乃 大嶋　港 池田　優己 浜田　琉海翔
えだがわ　りき おかだ　こうへい まつおか　しょうたろう かわさき　たかと かめい　こうき ゆきまさ　れお まんた　こうせい なかごし　りゅうき

枝川　吏輝 岡田　晃平 松岡　翔大郎 川崎　天翔 亀井　康生 行正　怜恩 萬田　晃成 中越　龍希
おおしま　たから やまだ　なおと ふくずみ　しょう たけかわ　かずと たかはし　かずひろ はら　てつたろう そやま　しょうたろう もんだ　りょう

大嶋　宝 山田　直人 福住　将 竹川　加寿斗 髙橋　和浩 原　鉄太郎 曽山　正太郎 門田　諒
ただ　おうせい きだ　せいご まつおか　りゅうや すがはら　しゅうた ふるかわ　そういちろう まつばら　しょうた のより　らいが いしかわ　ひろと

多田　旺生 寄田　聖悟 松岡　龍也 菅原　柊汰 古川　惣一朗 松原　将太 野寄　礼我 石川　大翔
たけうち　えいしん そん　せうぉん すぎはら　こうき おかやま　かずま

竹内　瑛信 孫　世沅 杉原　光紀 岡山　和馬
みせ　まりあ はるぐち　さくら きど　ひな いちかわ　こゆき

三瀬　舞愛 春口　さくら 城戸　姫菜 市川　琴雪
やました　みおん かたおか　かお くまがい　ゆめの なかむら　さき しまかつ　ひなた おおうち　みずき もりた　あやか こんどう　ひなた

山下　海音 片岡　佳央 熊谷　夢乃 中村　咲稀 島勝　ひなた 大内　瑞喜 森田　彩夏 近藤　緋奈妥
さわだ　じゅり おざき　みほ たむら　なごみ かわぐち　みゆう こばやし　みつき むらかみ　みく ふくしま　せる しげえだ　わかな

澤田　珠里 尾﨑　美保 田村　和 川口　未裕 小林　光希 村上　美空 福島　せる 重枝　和佳奈
なかむら　こころ かわぐち　みのり たぐち　なのか のなみ　もあ なかむら　ゆうみ にしやま　ひかり おの　りお

中村　心 河口　実成 田口　菜花 野並　百秋 中村　優海 西山　星空 小野　里桜
からきだ　りの なかた　ねね もりむら　みゆう こばやし　みゆ みやこ　れいか みせ　まりん たぐち　らんな やすかわ　まりん

唐木田　梨乃 中田　寧々 森村　美優 小林　実夢 都　玲華 三瀬　舞凜 田口　蘭名 安川　真琳
かとう　なつみ おか　りおん うえの　あゆみ たなか　ひお まなべ　こう きはら　そうま きら　のぞみ

加藤　菜摘 岡　里音 上野　歩未 田中　姫生 眞鍋　晄生 木原　壮馬 吉良　望
きたむら　ゆい なりまつ　ゆう こばやし　もゆ すずき　あんり はまぶち　ひろき ひがしつつみ　そうたろう なかの　ゆうき

北村　優衣 成松　優羽 小林　桃幸 鈴木　杏梨 濵渕　裕生 東堤　爽太朗 中野　佑哉
あおやま　ゆずゆ どい　かれん きしもと　ちひろ ほりべ　あおい たけうち　こうせい なかむら　しょうえい かねだ　しえい

青山　ゆずゆ 土井　かれん 岸本　千空 堀部　葵 竹内　康晴 中村　翔英 金田　志映
まつい　りあら ふじた　あい もり　なずな そん　ちぇよん しらの　ゆずき たるみ　けんた いしがき　ひかる つゆたに　さくま

松井　流愛蘭 藤田　藍 森　なずな 孫　彩瑛 白野　柚稀 垂水　賢太 石垣　光琉 露谷　咲真
やまかわ　はるか ふくずみ　あい むらお　みさき なかやま　ゆい まつい　りうら みかも　れお みたに　はやて てしま　しゅうどう

山川　遥 福住　あい 村尾　実咲 中山　結稀 松井　琳空海 美甘　漣音 三谷　颯 手島　修道
かみくぼ　みさき たぐち　かりん なかむら　はな ばんどう　なな いのうえ　かずあき やまもと　ゆうた おおにし　ながと たにざき　ようすけ

上久保　実咲 田口　夏鈴 中村　巴南 板東　茄奈 井上　和輝 山本　悠太 大西　永都 谷﨑　洋介
おだ　まなと あきやま　かずみち さたけ　あんじ おおがき　こうたろう

小田　優斗 秋山　一道 佐竹　杏侍 大垣　孝太郎

OUTスタート（黒潮コース） 小学生高学年の部
組 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 時間

おかむら　こうた たけだ　こうた たけなか　りん

岡村　昂汰 武田　紘汰 武中　鈴音
きたの　あつと いのうえ　あみな やの　みずき

北野　貴斗 井上　蒼海奈 矢野　瑞樹
なかしま　つきは まつした　かなで やの　いずき さとう　ひなた

中嶋　月葉 松下　奏 矢野　稜己 佐藤　日向
きくた　ひな ひさつね　ゆうき みやもと　いちり しばお　うり

菊田　ひな 久常　優樹 宮本　一凛 柴尾　羽梨

OUTスタート（黒潮コース） 小学生低学年の部
組 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名 時間

まちだ　こたろう たけだ　あつや きはら　あやね

町田　虎汰朗 武田　篤弥 木原　綺音
いのうえ　すい つゆたに　とうま まえかわ　みお たおか　りょうが

井上　翠唯 露谷　斗真 前川　実桜 田岡　凌叶 TOTAL 156名
はぎわら　あや さとう　ゆうり なかむら　りゅうせい たなべ　ふうま

萩原　彩 佐藤　夕葵 中村　龍世 田邊　楓真
ほんだ　たいが ごとう　まなか もりした　ひろ はぎわら　ひかり

本田　大凱 後藤　まなか 森下　紘 萩原　光4 兵庫・豊岡市立城崎小学校 高知・中土佐町立上ノ加江小学校 愛媛・新居浜市立角野小学校 徳島・藍住町立藍住北小学校 8:34

3 徳島・藍住町立藍住北小学校 岡山・井原市立出部小学校 香川・丸亀市立城乾小学校 愛媛・四国中央市立川之江小学校 8:26

2 岡山・岡山市立妹尾小学校 高知・高知市立一宮東小学校 徳島・阿南市立富岡小学校 徳島・つるぎ町立半田小学校 8:18

中学生女子の部 24名（6085yard par72）

※21日（水）一日競技

1 高知・いの町立伊野小学校 徳島・藍住町立藍住東小学校 愛媛・西条市立国安小学校 8:10

4 香川・さぬき市立さぬき北小学校 岡山・津山市立広野小学校 高知・高知市立高須小学校 高知・高知市立三里小学校 7:54

15名（3770yard par72）

3 兵庫・宝塚市立宝塚第一小学校 高知・須崎市立安和小学校 愛媛・西条市立橘小学校 岡山・井原市立出部小学校 7:46 中学生男子の部 25名（6635yard par72）

2 大阪・堺市立福泉中央小学校 高知・土佐市立高岡第二小学校 徳島・徳島市立千松小学校 7:38 高校生女子の部 35名（6300yard par72） 小学生低学年の部

愛媛・新居浜市立東中学校

※21日（水）一日競技

1 兵庫・姫路市立峰相小学校 徳島・藍住町立藍住東小学校 高知・高知市立江陽小学校 7:30 高校生男子の部 80名（7095yard par72） 小学生高学年の部

10:26 21 高知・明徳義塾中学校 香川・高松市立玉藻中学校 高知・明徳義塾中学校

14名（4905yard par72）

10:18 20 大阪・大阪市立長吉西中学校 高知・明徳義塾中学校 香川・三豊市立豊中中学校 高知・明徳義塾中学校

19 愛媛・新居浜市立東中学校 高知・明徳義塾中学校 香川・坂出市立白峰中学校 和歌山・和歌山市立楠見中学校10:10

22 京都・宇治市立木幡中学校 岡山・岡山市立上道中学校 高知・明徳義塾中学校 徳島・徳島県立富岡東中学校

21 京都・京都文教中学校 高知・明徳義塾中学校 徳島・徳島市立徳島中学校 高知・明徳義塾中学校

10:02 18 大阪・和泉市立北池田中学校 愛媛・西条市立河北中学校 高知・明徳義塾中学校 高知・高知市立一宮中学校

17 愛媛・松山市立北中学校 香川・丸亀市立西中学校 高知・明徳義塾中学校9:54

20 愛媛・新居浜市立東中学校 高知・明徳義塾中学校 徳島・徳島市立徳島中学校 高知・明徳義塾中学校

19 愛媛・西条市立西条東中学校 香川・丸亀市立東中学校 高知・高知中学校 高知・明徳義塾中学校

徳島・鳴門市第一中学校 京都・城陽市立西城陽中学校 高知・明徳義塾中学校

15 香川・三豊市立三野津中学校 愛媛・西条市立東予西中学校 高知・明徳義塾中学校

14 愛媛・松山聖陵高等学校 高知・高知中央高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・明徳義塾高等学校 9:14 12

18 香川・高松市立屋島中町295 徳島・小松島市立小松島中学校 香川・高松市立山田中学校 高知・明徳義塾中学校

17 高知・明徳義塾中学校 香川・高松市立協和中学校 徳島・徳島市城東中学校 高知・明徳義塾中学校

9:46 16

9:38

9:22

9:30 14 徳島・生光学園高等学校 愛媛・帝京第五高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校

13 岡山・岡山理大付属高等学校 香川・三豊市立高瀬中学校 高知・高知中央高等学校

高知・高知中央高等学校

13 岡山・滋慶学園高等学校 愛媛・松山東雲高等学校 香川・高松中央高等学校 高知・明徳義塾高等学校 9:06 11 高知・明徳義塾高等学校

16 広島・広島県立東高等学校 高知・明徳義塾高等学校 香川・高松市立木太中学校 香川・高松中央高等学校

岡山・ルネサンス大阪高等学校 徳島・生光学園高等学校 高知・高知中央高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校

15 山口・山口市立大内中学校 香川・高松中央高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・高知中央高等学校

12 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・高知中央高等学校 愛媛・松山東雲中学校 高知・明徳義塾高等学校 8:58

徳島・生光学園高等学校 香川・香川県立高松高等学校

11 愛媛・松山聖陵高等学校 高知・明徳義塾高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・高知高等学校 8:50

大阪・アナン学園高等学校

8:42 10 徳島・生光学園高等学校 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

9 香川・英明高等学校 愛媛・松山市立久米中学校 高知・明徳義塾高等学校 大阪・興国高等学校8:34

10 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・明徳義塾中学校 岡山・関西高等学校 高知・明徳義塾高等学校

9 岡山・関西高等学校 徳島・生光学園高等学校 高知・明徳義塾高等学校 香川・星槎国際高等学校

8:26 8 高知・明徳義塾高等学校 香川・藤井学園寒川高等学校 大阪・興国高等学校 高知・高知高等学校

7 岡山・倉敷市立多津美中学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・明徳義塾高等学校8:18

8 宮崎・日章学園高等学校 高知・明徳義塾高等学校 大阪・興国高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校

7 愛媛・松山市立北条北中学校 香川・藤井学園寒川高等学校 高知・明徳義塾高等学校

8:10 6 香川・藤井学園寒川高等学校 大阪・興国高等学校 高知・明徳義塾高等学校 岡山・関西高等学校

5 大阪・近畿大学付属高等学校 高知・明徳義塾高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・山田高等学校8:02

6 高知・明徳義塾高等学校 愛媛・帝京第五高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 岡山・岡山県共生高等学校

5 大阪・興国高等学校 高知・高知中央高等学校 高知・明徳義塾高等学校

2

大阪・興国高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・明徳義塾高等学校 高知・高知高等学校

3 高知・明徳義塾高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 大阪・興国高等学校 香川・高松中央高等学校3 香川・高松中央高等学校 大阪・興国高等学校 京都・京都府立乙訓高等学校 高知・明徳義塾高等学校 7:46

2 兵庫・滝川第二高等学校 愛媛・松山聖陵高等学校 高知・土佐高等学校 高知・明徳義塾高等学校 7:38

4 兵庫・滝川第二高等学校 愛媛・帝京第五高等学校 香川・高松中央高等学校 高知・明徳義塾高等学校 7:54 4

第20回黒潮ジュニア選手権　組合せ表　【一日目】

1 香川・四国学院大学香川西高等学校 高知・明徳義塾高等学校 高知・高知中央高等学校 7:30 1 香川・藤井学園寒川高等学校 高知・明徳義塾高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 大阪・ルネサンス大阪高等学校

兵庫・滝川第二高等学校 大阪・近畿大学付属高等学校 高知・明徳義塾高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校

(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 令和元年8月21日（水）・22日（木）

会 場 Kochi黒潮カントリークラブ

主 催 Kochi黒潮カントリークラブ

競技委員長 日和﨑 二郎


