
高校生男子の部 高校生女子の部

暖流コース 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

きはら　そうま きたの　あつと かねだ　しえい きしもと　ちひろ ふじい　きょうか ほりべ　あおい

木原　壮馬 北野　貴斗 金田　志映 岸本　千空 藤井　叶佳 堀部　葵

あずま　とうや たなか　ゆうき くちなか　りょうや もりもと　しょお たかぎ　あやか どい　かれん きしもと　ももか

東　到矢 田中　優希 口中　凌也 森本　祥央 髙木　綾夏 土井　かれん 岸本　百加

さとう　ひなた たけうち　こうせい おだ　まなと しらき　こうすけ まつい　りあら たどころ　さあら なかむら　はな

佐藤　日向 竹内　康晴 小田　優斗 白木　康友 松井　流愛蘭 田所　さあら 中村　巴南

たかやま　たいし ひがしつつみ　そうたろう こじま　ひろと まつむら　じゅい たなか　ひな かんべ　めい こばやし　もゆ すずき　あんり

髙山　大維志 東堤　爽太朗 小島　彼呂徒 松村　寿威 田中　陽菜 神部　芽依 小林　桃幸 鈴木　杏梨

たかた　けいいちろう やまもと　えいた つゆたに　さくま やまさき　しゅん なかむら　こころ きど　ひな うえの　あゆみ むらお　みさき

髙田　圭一郎 山本　詠太 露谷　咲真 山﨑　駿 中村　心 城戸　姫菜 上野　歩未 村尾　実咲

かじたに　しゅん たるみ　けんた やまべ　かずのり のせ　ともはる さかい　りこ ふくずみ　あい こやま　はるな やまもと　さくら

梶谷　駿 垂水　賢太 山邊　一徳 野瀬　友晴 酒井　理琴 福住　あい 小山　遥菜 山本　咲楽

まつい　りうら ひさつね　ゆうき こまつ　たいよう まちだ　ひかる ふじた　あい たかぎし　りん いのうえ　すい ふじた　ゆう

松井　琳空海 久常　優樹 小松　大洋 町田　光 藤田　藍 髙岸　鈴 井上　翠唯 藤田　侑

おおしま　みなと きだ　せいご あきやま　かずみち つゆたに　とうま かとう　なつみ いしはら　まう まえ　ゆりな ふるせ　みさき

大嶋　港 寄田　聖悟 秋山　一道 露谷　斗真 加藤　菜摘 石原　麻羽 前　有梨菜 古瀬　みさき

たむら　ぐんま みかも　れお のがみ　じだん あらかわ　ようへいた いのうえ　あみな かがわ　りほ たぐち　かりん おかたに　まほ

田村　軍馬 美甘　漣音 野上　時暖 荒川　陽平太 井上　蒼海奈 香川　倫穂 田口　夏鈴 岡谷　真帆

はまぶち　ひろき いしがき　ひかる みたに　はやて みやもと　いちり にしやま　ひかり おか　りおん そん　ちぇよん なかやま　ゆい

濵渕　裕生 石垣　光琉 三谷　颯 宮本　一凛 西山　星空 岡　里音 孫　彩瑛 中山　結稀

はら　てつたろう さたけ　あんじ まなべ　こう よしだ　ゆうき まつうら　あおい たなか　ひお ふじかわ　かれん わきもと　ひまり

原　鉄太郎 佐竹　杏侍 眞鍋　晄生 吉田　有希 松浦　葵 田中　姫生 藤川　華蓮 脇本　ひまり

ふくはら　とむ おおがき　こうたろう うの　ひろき おおの　けいと

福原　渡夢 大垣　孝太郎 宇野　博揮 大野　圭都

しのはら　かずき なかむら　しょうえい やまもと　ゆうた きたおか　よしひろ

篠原　和樹 中村　翔英 山本　悠太 北岡　義裕

ふくはら　ゆう めが　だいや なかの　ゆうき はしもと　まさき

福原　夢羽 妻鹿　大也 中野　佑哉 橋本　昌樹

第22回黒潮ジュニア選手権（一日目）　組合せ表

1 愛媛・西条高等学校 大阪・福泉南中学校 高知・明徳義塾高等学校 7:30

2 大阪・東大阪大学柏原高等学校 徳島・大麻中学校 2 高知・明徳義塾高等学校 香川・高松中央高等学校 埼玉・埼玉栄高等学校

7:46

6

香川・英明高等学校 高知・明徳義塾高等学校

3 広島・盈進中学校 愛媛・松山聖稜高等学校 高知・明徳義塾高等学校 大阪・東大阪大学柏原高等学校

7:38

4 山口・高川学園高等学校

7 香川・四国学院大学香川西高等学校 岡山・津山東中学校 高知・高知中央高等学校 高知・高知高等学校

7:54奈良・奈良育英高等学校 高知・高知高等学校 香川・高松第一中学校

5 岡山・作陽高等学校 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 高知・高知高等学校

8:10

8:02

岡山・総社東中学校 香川・四国学院大学香川西高等学校 大阪・東大阪大学柏原高等学校 高知・高知高等学校

8:18

徳島・生光学園高等学校 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・青柳中学校

岡山・関西高等学校 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・一宮中学校

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 岡山・灘崎中学校 高知・土佐塾高等学校

高知・明徳義塾高等学校 高知・土佐塾高等学校

高知・高知中央高等学校 兵庫・滝川第二高等学校 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

愛媛・川之江北中学校 香川・坂出高等学校 高知・明徳義塾高等学校 高知・土佐塾高等学校

9 8:34

8 8:26

14 9:14

13 9:06

徳島・生光学園高等学校 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・土佐塾高等学校

12

11 8:50

10 8:42

滋賀・甲良中学校 香川・四国学院大学香川西高等学校

1 高知・高知高等学校 岡山・鹿島朝日高等学校香芝キャンパス 高知・明徳義塾高等学校

3 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

5 滋賀・ＥＣＣ学園高等学校 高知・明徳義塾高等学校 徳島・生光学園高等学校 高知・高知中央高等学校

4 大阪・近畿大学付属高等学校 高知・高知中央高等学校 香川・高松中央高等学校 高知・明徳義塾高等学校

7 高知・明徳義塾高等学校 徳島・生光学園高等学校 岡山・妹尾中学校 高知・高知中央高等学校

6 兵庫・日ノ本学園 高知・明徳義塾高等学校 徳島・生光学園高等学校 高知・明徳義塾高等学校

8 高知・明徳義塾高等学校 高知・高知中央高等学校 岡山・倉敷中央高等学校 香川・四国学院大学香川西高等学校

9 高知・高知中学校 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 和歌山・初芝橋本高等学校

参加者55名　（7,075yard par72)

11 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 奈良・桜井高等学校

10 香川・四国学院大学香川西高等学校 徳島・生光学園高等学校 高知・明徳義塾高等学校 高知・明徳義塾高等学校

8:58

参加者41名　（6,300yaｒd par72)

(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4年7月31日(日) ・ 8月1日(月)

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 森 勲



月)

勲


