
INスタート（太平洋コース）

組 時間 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名

ひろうち　しゅう おおいそ　たける ともり　まさあき やまもと　みやび

弘内　秀 大磯　駿 土森　正彬 山本　雅

こんどう　ゆうま きもと　たいし にし　りゅうと てらこし　ゆうき

近藤　有真 木本　大志 西　琉斗 寺腰　友葵
はまだ　しょうご きのした　けいすけ なかむら　かんすけ たけした　かいと

濵田　将吾 木下　圭介 中村　寛介 竹下　海人
おおしま　たから てらにし　りょうま おおかわ　そら ほそみ　じゅん

大嶋　宝 寺西　遼馬 大川　宙 細見　隼
すぎかわ　りょう なかむら　げんき さくらい　せいま

杉川　諒 仲村　元暉 桜井　聖真
おおしま　いのち かさはら　あきら はせがわ　けいすけ いしがき　だいすけ

大嶋　命 笠原　瑛 長谷川　圭佑 石垣　大介
かどた　けんたろう かとう　ひろき とうげ　はると さいとう　せいや

門田　健太郎 加藤　祐紀 唐下　明徒 斉藤　誠也
さかきばら　ゆあ かめい　そうた ご　しんい

榊原　夢歩 亀井　壮汰 呉　心瑋
いけだ　たくみ いでうら　ゆうと ありおか　しゅうま

池田　拓己 出浦　悠豊 有岡　秀真
はやし　しげと ひびの　あらた やまうち　はやて

林　重翔 日比野　新 山内　颯
すぎはら　たいが たどころ　ひろき まるやま　つばさ ますだ　ゆうき

杉原　大河 田所　裕槻 丸山　翼 増田　湧希
なかお　りょうた よしもと　しょうた いのうえ　としき いとう　せきのり

中尾　亮太 吉本　翔雄 井上　俊樹 伊藤　碩法
さんだ　まひろ ますだ　いつき のなか　ゆう

三田　真弘 増田　樹 野中　優
かとう　まさる ふじおか　いっせい てらだ　ゆうや

加藤　將 藤岡　壱成 寺田　雄哉
おかだ　こうへい にわ　かいと なかがわ　しょうた なかそね　たろう

岡田　晃平 丹羽　海太 中川　聖太 中曽根　多朗
とよやま　りょう ほおかべ　たつや こんだ　かずま あかせ　たかゆき

豊山　良 佐伯部　竜也 近田　一真 赤瀬　嵩幸
うしつか　かいと にしわき　まあく こだま　かずき なかの　ゆうた

牛塚　海斗 西脇　まあく 児玉　和生 中野　雄太
せみかわ　たいが たかお　あつひと くちなか　じゅんや たけだ　ゆいと

蝉川　泰果 髙尾　淳仁 口中　准也 武田　唯人
たけやま　こうせい きくち　あきなり ぬくみ　かずき にしかわ　ひろさと

竹山　昂成 菊池　晃成 生見　和己 西川　博聡
ばんどう　としき むらた　こうたろう せきの　やすまさ あべ　たくみ

板東　寿匡 村田　幸大郎 関野　恭成 安部　巧
おおやけ　まさき かどた　ともひろ ほんじょう　たける

公受　将輝 門田　朋大 本上　武
はやしもと　まさたか くりもと　かずひろ わたる　りゅういち

林元　将崇 栗本　和博 渡　龍一
すがや　かずとし おかやま　ふみや なかがわ　けいすけ きた　れんじろう

菅家　一寿 岡山　史弥 中川　慶亮 喜多　錬二郎
くま　ゆきや かがわ　りお あさい　ゆうじ たけだ　かんた

熊　由樹也 香川　凜央 淺井　勇志 武田　栞汰
たかはし　かいり いしか　こういちろう かわさき　たかと どい　たくや

髙橋　海理 石過　功一郎 川崎　天翔 土居　卓矢
いしか　りゅうじろう やまうら　かずき なかむら　こうたろう まんがんじ　りょう

石過　龍次郎 山浦　一希 中村　洸太郎 万願寺　諒
もりさき　まさや たけかわ　かずと たなか　りゅうき ふじおか　りゅうへい

森﨑　公也 竹川　加寿斗 田中　隆貴 藤岡　龍平

（参加者　100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　

第17回　黒潮ジュニア選手権　スタート表　【第一日目】

22 9:48 高知・明徳義塾高等学校 茨城・日本ウェルネス高等学校 大阪・興國高等学校

21 9:40 愛媛・帝京第五高等学校 高知・高知高等学校 岡山・岡山高等学校

20 9:32 香川・香川西高等学校 愛媛・帝京第五高等学校 高知・高知高等学校 大阪・興國高等学校

19 9:24 大阪・興國高等学校 愛媛・帝京第五高等学校 高知・明徳義塾高等学校 高知・高知高等学校

18 9:16 大阪・興國高等学校 香川・香川西高等学校 香川・藤井学園寒川高等学校 高知・明徳義塾高等学校

17 9:08 香川・香川西高等学校 大阪・興國高等学校 香川・藤井学園寒川高等学校 高知・明徳義塾高等学校

香川・香川西高等学校香川・藤井学園寒川高等学校高知・明徳義塾高等学校

大阪・興國高等学校

大阪・興國高等学校

香川・香川西高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

高知・明徳義塾高等学校

香川・香川西高等学校

岡山・京山中学校

香川・藤井学園寒川高等学校

香川・香川西高等学校

香川・香川西高等学校

高知・明徳義塾高等学校

香川・香川西高等学校

9:00 大阪・興國高等学校

8:4414

15

16

8:52

香川・勝賀中学校

高知・明徳義塾中学校

高知・明徳義塾高等学校

高知・明徳義塾高等学校広島・広島県瀬戸内高校

香川・藤井学園寒川高等学校 高知・明徳義塾高等学校広島・府中中学校

高知・明徳義塾高等学校

高知・高知中央高等学校

高知・高知中央高等学校

香川・藤井学園寒川高等学校

高知・明徳義塾高等学校高知・高知中央高等学校

高知・明徳義塾高等学校

7:32

6

7 7:48

高知・高知中央高等学校

高知・高知中央高等学校

兵庫・関西学院高等部高知・明徳義塾高等学校

高知・明徳義塾高等学校

広島・広島県瀬戸内高校

高知・土佐高等学校

広島・広島県瀬戸内高校

12 8:28

香川・香川西高等学校

香川・香川西高等学校

徳島・生光学園高等学校

京都・同志社高校

13 8:36

8 7:56

9 8:04

10 8:12

11 8:20

4 7:24

7:00

7:40

1

2 7:08

3 7:16

5

岡山・多津美中学校

広島・広島県瀬戸内高校

広島・熊野東中学校

高知・明徳義塾高等学校 広島・広島県瀬戸内高校

広島・広島県瀬戸内高校

高知・明徳義塾高等学校

広島・祇園東中学校

高知・明徳義塾高等学校

岡山・関西高校

高校生男子の部

Kochi 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ

Kochi 黒 潮 カ ン ト リ ー ク ラ ブ
（7110yard  par72  rate）

平 成 28 年 8 月 2 日 ( 火 )

高知・明徳義塾高等学校

高知・明徳義塾高等学校

広島・広島県瀬戸内高校

高知・明徳義塾高等学校

香川・東中学校

23 9:56 大阪・ルネサンス大阪高等学校 愛媛・松山南高等学校 愛媛・帝京第五高等学校 高知・高知高等学校

24 10:04 岡山・作陽高等学校 愛媛・東予東中学校 兵庫・滝川第二高等学校 高知・高知高等学校

25 10:12 岡山・作陽高等学校 兵庫・クラーク記念国際高等学校 香川・塩江中学校 高知・高知高等学校

26 10:20 兵庫・滝川第二高等学校 大阪・ルネサンス大阪高等学校 愛媛・松山聖陵高等学校 愛媛・帝京第五高等学校

27 10:28 岡山・岡山作陽高校 香川・高松第一中学校 愛媛・新田青雲中等教育学校 愛媛・松山聖陵高等学校

競技委員長　竹中　幸市

 


