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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 4日（木）公式練習日》

【　成　年　男　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：芦原ゴルフクラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 07：00 横　川　修　平（新　潟） 渡　辺　泰一郎（新　潟） 目　黒　　　学（新　潟）

2 07：08 菅　　　卓　人（宮　崎） 菊　田　　　奨（宮　崎） 馬　渡　清　也（宮　崎）

3 07：16 石　川　大　輝（秋　田） 高　橋　　　誠（秋　田） 大　野　　　剛（秋　田）

4 07：24 大　島　英　晃（滋　賀） 村　松　和　彦（滋　賀） 山　本　裕　二（滋　賀）

5 07：32 桂　川　有　人（愛　知） 岩　渕　隆　作（愛　知） 上　田　敦　士（愛　知）

6 07：40 濵　邉　　　玲（愛　媛） 二　宮　慎　堂（愛　媛） 小　川　貴　大（愛　媛）

7 07：48 小　島　秀　喜（山　形） 中　村　友　樹（山　形） 木　村　哲　也（山　形）

8 07：56 大　原　嗣　政（和歌山） 林　元　将　崇（和歌山） 濵　名　一　成（和歌山）

9 08：04 杉　原　大　河（宮　城） 遠　藤　健　太（宮　城） 久保田　皓　也（宮　城）

10 08：12 溝　口　雄　太（佐　賀） 渡　辺　義　也（佐　賀） 工　藤　亜沙希（佐　賀）

11 08：20 吉　田　隼　人（埼　玉） 伊　藤　優　太（埼　玉） 植　木　祥　多（埼　玉）

12 08：28 芹　澤　慈　眼（大　分） 山　本　竜　也（大　分） 葛　城　史　馬（大　分）

13 08：36 大　沢　宥　介（青　森） 三　上　　　誠（青　森） 工　藤　浩　以（青　森）

14 08：44 古　川　雄　大（福　岡） 篠　原　仕師命（福　岡） 矢　野　圭　介（福　岡）

15 08：52 平　本　世　中（神奈川） 竹　内　　　巧（神奈川） 大　澤　　　優（神奈川）

16 09：00 三　木　一　外（香　川） 小　峰　尚　宏（香　川） 谷　本　伊知郎（香　川）

17 09：08 織　田　信　亮（福　井） 横　井　優　星（福　井） 木　村　太　一（福　井）

18 09：16 長　野　正　弥（鹿児島） 堂　原　将　道（鹿児島） 宮　川　勝　己（鹿児島）

19 09：24 五十嵐　瑠　亜（山　梨） 須　藤　啓　太（山　梨） 原　田　大　雅（山　梨）

20 09：32 大　嶋　　　炎（岡　山） 坂　本　一　馬（岡　山） 池　田　隆　二（岡　山）

21 09：40 作　田　大　地（石　川） 冨　岡　宇　翔（石　川） 田　中　悠　太（石　川）

22 09：48 近　藤　玲　央（兵　庫） 砂　川　公　佑（兵　庫） 森　下　　　蓮（兵　庫）

23 09：56 鈴　木　大　哉（栃　木） 篠　﨑　嘉　音（栃　木） 前　田　晃　希（栃　木）

24 10：04 濵　崎　恵　虎（島　根） 鎌　田　賢　二（島　根） 大　月　久　志（島　根）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 4日（木）公式練習日》

【　成　年　男　子　】

《 10番ホールよりスタート 》 会場：芦原ゴルフクラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

25 07：00 黒　岩　　　輝（福　島） 大　沼　竜　也（福　島） 大　寺　　　誠（福　島）

26 07：08 竹ノ上　剛　規（山　口） 中　原　秀　馬（山　口） 中　村　尊　史（山　口）

27 07：16 岩　㟢　亜久竜（静　岡） 吉　田　泰　基（静　岡） 金　森　祐　介（静　岡）

28 07：24 石　㟢　真　央（長　崎） 園　田　一　海（長　崎） 山　本　純　也（長　崎）

29 07：32 山　中　敏　靖（富　山） 森　田　匠　海（富　山） 吉　田　宰　冶（富　山）

30 07：40 草　村　京　佑（熊　本） 藤　井　雄　一（熊　本） 小　杉　竜　三（熊　本）

31 07：48 若　原　亮　太（岐　阜） 金　子　優　将（岐　阜） 三　島　泰　哉（岐　阜）

32 07：56 岡　山　恭　大（徳　島） 木　村　剛　志（徳　島） 望　月　徳　久（徳　島）

33 08：04 迫　田　航　季（長　野） 内　山　晋　作（長　野） 古　橋　諒　大（長　野）

34 08：12 吉　田　好　輝（広　島） 富　永　暁　登（広　島） 清　川　　　亨（広　島）

35 08：20 櫛　山　勝　弘（千　葉） 羽　藤　勇　司（千　葉） 沼　田　　　凌（千　葉）

36 08：28 矢　野　晴　士（高　知） 吉　村　祐　介（高　知） 井　上　智　一（高　知）

37 08：36 塚　本　　　岳（東　京） 大　岩　龍　一（東　京） 野　口　裕　太（東　京）

38 08：44 桐　谷　龍　平（鳥　取） 小　谷　一　弘（鳥　取） 難　波　幸　二（鳥　取）

39 08：52 片　岡　尚　之（北海道） 長谷川　大　晃（北海道） 宮　本　太　郎（北海道）

40 09：00 竹　田　弘　登（奈　良） 西　村　　　隼（奈　良） 増　田　昭　彦（奈　良）

41 09：08 松　原　　　満（群　馬） 槗　本　竜　摩（群　馬） 高　瀬　清　美（群　馬）

42 09：16 玉　城　海　伍（沖　縄） 富　本　虎　希（沖　縄） 宮　城　慎太郎（沖　縄）

43 09：24 関　　　将　太（茨　城） 本　間　　　佑（茨　城） 石　坂　友　宏（茨　城）

44 09：32 岩　田　大　河（京　都） 野　澤　竜　次（京　都） 仁　木　卓　磨（京　都）

45 09：40 中　山　絹　也（三　重） 伊　藤　刻　矢（三　重） 八　太　大　和（三　重）

46 09：48 松　本　正　樹（大　阪） 下　家　秀　翔（大　阪） 井　関　剛　義（大　阪）

47 09：56 米　澤　　　蓮（岩　手） 村　田　謙　二（岩　手） 鈴　木　佑　一（岩　手）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 5日（金）競技1日目》

【　成　年　男　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：芦原ゴルフクラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 07：00 米　澤　　　蓮（岩　手） 片　岡　尚　之（北海道） 若　原　亮　太（岐　阜）

2 07：08 松　本　正　樹（大　阪） 桐　谷　龍　平（鳥　取） 草　村　京　佑（熊　本）

3 07：16 中　山　絹　也（三　重） 塚　本　　　岳（東　京） 山　中　敏　靖（富　山）

4 07：24 岩　田　大　河（京　都） 矢　野　晴　士（高　知） 石　﨑　真　央（長　崎）

5 07：32 関　　　将　太（茨　城） 櫛　山　勝　弘（千　葉） 岩　﨑　亜久竜（静　岡）

6 07：40 玉　城　海　伍（沖　縄） 吉　田　好　輝（広　島） 竹ノ上　剛　規（山　口）

7 07：48 松　原　　　満（群　馬） 迫　田　航　季（長　野） 黒　岩　　　輝（福　島）

8 07：56 竹　田　弘　登（奈　良） 岡　山　恭　大（徳　島）

9 08：04 二　宮　慎　堂（愛　媛） 林　元　将　崇（和歌山） 渡　辺　義　也（佐　賀）

10 08：12 高　橋　　　誠（秋　田） 岩　渕　隆　作（愛　知） 中　村　友　樹（山　形）

11 08：20 鎌　田　賢　二（島　根） 菊　田　　　奨（宮　崎） 村　松　和　彦（滋　賀）

12 08：28 冨　岡　宇　翔（石　川） 篠　﨑　嘉　音（栃　木） 渡　辺　泰一郎（新　潟）

13 08：36 堂　原　将　道（鹿児島） 坂　本　一　馬（岡　山） 砂　川　公　佑（兵　庫）

14 08：44 竹　内　　　巧（神奈川） 横　井　優　星（福　井） 須　藤　啓　太（山　梨）

15 08：52 山　本　竜　也（大　分） 篠　原　仕師命（福　岡） 小　峰　尚　宏（香　川）

16 09：00 遠　藤　健　太（宮　城） 伊　藤　優　太（埼　玉） 三　上　　　誠（青　森）

17 09：08 大　寺　　　誠（福　島） 中　村　尊　史（山　口） 金　森　祐　介（静　岡）

18 09：16 山　本　純　也（長　崎） 吉　田　宰　冶（富　山） 小　杉　竜　三（熊　本）

19 09：24 三　島　泰　哉（岐　阜） 望　月　徳　久（徳　島） 古　橋　諒　大（長　野）

20 09：32 清　川　　　亨（広　島） 沼　田　　　凌（千　葉） 井　上　智　一（高　知）

21 09：40 野　口　裕　太（東　京） 難　波　幸　二（鳥　取） 宮　本　太　郎（北海道）

22 09：48 増　田　昭　彦（奈　良） 高　瀬　清　美（群　馬） 宮　城　慎太郎（沖　縄）

23 09：56 石　坂　友　宏（茨　城） 仁　木　卓　磨（京　都） 八　太　大　和（三　重）

24 10：04 井　関　剛　義（大　阪） 鈴　木　佑　一（岩　手）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 5日（金）競技1日目》

【　成　年　男　子　】

《 10番ホールよりスタート 》 会場：芦原ゴルフクラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

25 07：00 大　原　嗣　政（和歌山） 三　木　一　外（香　川） 濵　崎　恵　虎（島　根）

26 07：08 小　島　秀　喜（山　形） 平　本　世　中（神奈川） 鈴　木　大　哉（栃　木）

27 07：16 濵　邉　　　玲（愛　媛） 古　川　雄　大（福　岡） 近　藤　玲　央（兵　庫）

28 07：24 桂　川　有　人（愛　知） 大　沢　宥　介（青　森） 作　田　大　地（石　川）

29 07：32 大　島　英　晃（滋　賀） 芹　澤　慈　眼（大　分） 大　嶋　　　炎（岡　山）

30 07：40 石　川　大　輝（秋　田） 吉　田　隼　人（埼　玉） 五十嵐　瑠　亜（山　梨）

31 07：48 菅　　　卓　人（宮　崎） 溝　口　雄　太（佐　賀） 長　野　正　弥（鹿児島）

32 07：56 横　川　修　平（新　潟） 杉　原　大　河（宮　城） 織　田　信　亮（福　井）

33 08：04 藤　井　雄　一（熊　本） 木　村　剛　志（徳　島） 富　永　暁　登（広　島）

34 08：12 吉　田　泰　基（静　岡） 森　田　匠　海（富　山） 金　子　優　将（岐　阜）

35 08：20 大　岩　龍　一（東　京） 中　原　秀　馬（山　口） 園　田　一　海（長　崎）

36 08：28 伊　藤　刻　矢（三　重） 村　田　謙　二（岩　手） 大　沼　竜　也（福　島）

37 08：36 富　本　虎　希（沖　縄） 野　澤　竜　次（京　都） 下　家　秀　翔（大　阪）

38 08：44 長谷川　大　晃（北海道） 槗　本　竜　摩（群　馬） 本　間　　　佑（茨　城）

39 08：52 吉　村　祐　介（高　知） 小　谷　一　弘（鳥　取） 西　村　　　隼（奈　良）

40 09：00 内　山　晋　作（長　野） 羽　藤　勇　司（千　葉）

41 09：08 目　黒　　　学（新　潟） 馬　渡　清　也（宮　崎） 大　野　　　剛（秋　田）

42 09：16 山　本　裕　二（滋　賀） 上　田　敦　士（愛　知） 小　川　貴　大（愛　媛）

43 09：24 木　村　哲　也（山　形） 濵　名　一　成（和歌山） 久保田　皓　也（宮　城）

44 09：32 工　藤　亜沙希（佐　賀） 植　木　祥　多（埼　玉） 葛　城　史　馬（大　分）

45 09：40 工　藤　浩　以（青　森） 矢　野　圭　介（福　岡） 大　澤　　　優（神奈川）

46 09：48 谷　本　伊知郎（香　川） 木　村　太　一（福　井） 宮　川　勝　己（鹿児島）

47 09：56 原　田　大　雅（山　梨） 池　田　隆　二（岡　山） 田　中　悠　太（石　川）

48 10：04 森　下　　　蓮（兵　庫） 前　田　晃　希（栃　木） 大　月　久　志（島　根）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 6日（土）競技2日目》

【　成　年　男　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：芦原ゴルフクラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 07：00 横　川　修　平（新　潟） 菅　　　卓　人（宮　崎） 石　川　大　輝（秋　田）

2 07：08 大　島　英　晃（滋　賀） 桂　川　有　人（愛　知） 濵　邉　　　玲（愛　媛）

3 07：16 小　島　秀　喜（山　形） 大　原　嗣　政（和歌山） 杉　原　大　河（宮　城）

4 07：24 溝　口　雄　太（佐　賀） 吉　田　隼　人（埼　玉） 芹　澤　慈　眼（大　分）

5 07：32 大　沢　宥　介（青　森） 古　川　雄　大（福　岡） 平　本　世　中（神奈川）

6 07：40 三　木　一　外（香　川） 織　田　信　亮（福　井） 長　野　正　弥（鹿児島）

7 07：48 五十嵐　瑠　亜（山　梨） 大　嶋　　　炎（岡　山） 作　田　大　地（石　川）

8 07：56 近　藤　玲　央（兵　庫） 鈴　木　大　哉（栃　木） 濵　崎　恵　虎（島　根）

9 08：04 村　田　謙　二（岩　手） 長谷川　大　晃（北海道） 金　子　優　将（岐　阜）

10 08：12 下　家　秀　翔（大　阪） 小　谷　一　弘（鳥　取） 藤　井　雄　一（熊　本）

11 08：20 伊　藤　刻　矢（三　重） 大　岩　龍　一（東　京） 森　田　匠　海（富　山）

12 08：28 野　澤　竜　次（京　都） 吉　村　祐　介（高　知） 園　田　一　海（長　崎）

13 08：36 本　間　　　佑（茨　城） 羽　藤　勇　司（千　葉） 吉　田　泰　基（静　岡）

14 08：44 富　本　虎　希（沖　縄） 富　永　暁　登（広　島） 中　原　秀　馬（山　口）

15 08：52 槗　本　竜　摩（群　馬） 内　山　晋　作（長　野） 大　沼　竜　也（福　島）

16 09：00 西　村　　　隼（奈　良） 木　村　剛　志（徳　島）

17 09：08 小　川　貴　大（愛　媛） 濵　名　一　成（和歌山） 工　藤　亜沙希（佐　賀）

18 09：16 大　野　　　剛（秋　田） 上　田　敦　士（愛　知） 木　村　哲　也（山　形）

19 09：24 大　月　久　志（島　根） 馬　渡　清　也（宮　崎） 山　本　裕　二（滋　賀）

20 09：32 田　中　悠　太（石　川） 前　田　晃　希（栃　木） 目　黒　　　学（新　潟）

21 09：40 宮　川　勝　己（鹿児島） 池　田　隆　二（岡　山） 森　下　　　蓮（兵　庫）

22 09：48 大　澤　　　優（神奈川） 木　村　太　一（福　井） 原　田　大　雅（山　梨）

23 09：56 葛　城　史　馬（大　分） 矢　野　圭　介（福　岡） 谷　本　伊知郎（香　川）

24 10：04 久保田　皓　也（宮　城） 植　木　祥　多（埼　玉） 工　藤　浩　以（青　森）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 6日（土）競技2日目》

【　成　年　男　子　】

《 10番ホールよりスタート 》 会場：芦原ゴルフクラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

25 07：00 黒　岩　　　輝（福　島） 竹ノ上　剛　規（山　口） 岩　㟢　亜久竜（静　岡）

26 07：08 石　㟢　真　央（長　崎） 山　中　敏　靖（富　山） 草　村　京　佑（熊　本）

27 07：16 若　原　亮　太（岐　阜） 岡　山　恭　大（徳　島） 迫　田　航　季（長　野）

28 07：24 吉　田　好　輝（広　島） 櫛　山　勝　弘（千　葉） 矢　野　晴　士（高　知）

29 07：32 塚　本　　　岳（東　京） 桐　谷　龍　平（鳥　取） 片　岡　尚　之（北海道）

30 07：40 竹　田　弘　登（奈　良） 松　原　　　満（群　馬） 玉　城　海　伍（沖　縄）

31 07：48 関　　　将　太（茨　城） 岩　田　大　河（京　都） 中　山　絹　也（三　重）

32 07：56 松　本　正　樹（大　阪） 米　澤　　　蓮（岩　手）

33 08：04 林　元　将　崇（和歌山） 小　峰　尚　宏（香　川） 鎌　田　賢　二（島　根）

34 08：12 中　村　友　樹（山　形） 竹　内　　　巧（神奈川） 篠　㟢　嘉　音（栃　木）

35 08：20 二　宮　慎　堂（愛　媛） 篠　原　仕師命（福　岡） 砂　川　公　佑（兵　庫）

36 08：28 岩　渕　隆　作（愛　知） 三　上　　　誠（青　森） 冨　岡　宇　翔（石　川）

37 08：36 村　松　和　彦（滋　賀） 山　本　竜　也（大　分） 坂　本　一　馬（岡　山）

38 08：44 高　橋　　　誠（秋　田） 伊　藤　優　太（埼　玉） 須　藤　啓　太（山　梨）

39 08：52 菊　田　　　奨（宮　崎） 渡　辺　義　也（佐　賀） 堂　原　将　道（鹿児島）

40 09：00 渡　辺　泰一郎（新　潟） 遠　藤　健　太（宮　城） 横　井　優　星（福　井）

41 09：08 小　杉　竜　三（熊　本） 望　月　徳　久（徳　島） 清　川　　　亨（広　島）

42 09：16 金　森　祐　介（静　岡） 吉　田　宰　冶（富　山） 三　島　泰　哉（岐　阜）

43 09：24 野　口　裕　太（東　京） 中　村　尊　史（山　口） 山　本　純　也（長　崎）

44 09：32 八　太　大　和（三　重） 鈴　木　佑　一（岩　手） 大　寺　　　誠（福　島）

45 09：40 宮　城　慎太郎（沖　縄） 仁　木　卓　磨（京　都） 井　関　剛　義（大　阪）

46 09：48 宮　本　太　郎（北海道） 高　瀬　清　美（群　馬） 石　坂　友　宏（茨　城）

47 09：56 井　上　智　一（高　知） 難　波　幸　二（鳥　取） 増　田　昭　彦（奈　良）

48 10：04 古　橋　諒　大（長　野） 沼　田　　　凌（千　葉）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 4日（木）公式練習日》

【　女　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：越前カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 07：00 今　井　鮎　美（茨　城） 木　村　　　円（茨　城） 髙　久　みなみ（茨　城）

2 07：08 藤　田　かれん（滋　賀） 前　多　　　愛（滋　賀） 舘　　　日花梨（滋　賀）

3 07：16 内　田　琴　子（北海道） 政　田　夢　乃（北海道） 柏　原　瑞　季（北海道）

4 07：24 湯　淺　　　芹（京　都） 佐　野　　　愛（京　都） 北　村　優　奈（京　都）

5 07：32 吉　田　優　利（千　葉） 長　野　未　祈（千　葉） 吉　澤　柚　月（千　葉）

6 07：40 高　木　美　咲（和歌山） 梶　　　瑠　莉（和歌山） 藤　原　侑　奈（和歌山）

7 07：48 円　角　有　希（石　川） 前　古　佳　世（石　川） 川　端　涼　香（石　川）

8 07：56 商　崎　鈴　菜（鹿児島） 皆　吉　愛寿香（鹿児島） 大　川　ひなの（鹿児島）

9 08：04 明　珍　あかね（富　山） 水　浪　志　保（富　山） 青　山　颯　希（富　山）

10 08：12 坂　金　風　妃（鳥　取） 佐　藤　紗里愛（鳥　取） 高　下　朋　子（鳥　取）

11 08：20 望　月　美　甫（静　岡） 松　原　亜　美（静　岡） 内　山　愛　梨（静　岡）

12 08：28 都　　　玲　華（徳　島） 岡　田　美　桜（徳　島） 島　勝　ひなた（徳　島）

13 08：36 千　葉　雪　乃（山　梨） 坂　本　　　萌（山　梨） 小　林　亜　美（山　梨）

14 08：44 佐渡山　理　莉（沖　縄） 荒　川　怜　郁（沖　縄） 比　嘉　里緒菜（沖　縄）

15 08：52 横　井　も　も（愛　知） 川　合　玲　那（愛　知） 請　井　佑　圭（愛　知）

16 09：00 竹　田　麗　央（熊　本） 奥　山　純　菜（熊　本） 古　賀　　　妃（熊　本）

17 09：08 勝　見　　　梓（群　馬） 櫻　井　見　音（群　馬） 石　川　茉友夏（群　馬）

18 09：16 西　村　優　菜（大　阪） 山　下　美夢有（大　阪） 川　中　俊　果（大　阪）

19 09：24 小　西　瑞　穂（宮　城） 高　久　ゆうな（宮　城） 郡　山　　　瞳（宮　城）

20 09：32 後　藤　未　有（福　岡） 澁　澤　莉絵留（福　岡） 谷　口　美　月（福　岡）

21 09：40 細　谷　ひなこ（秋　田） 西　村　楓　香（秋　田） 三　浦　輝　帆（秋　田）

22 09：48 栗　原　　　愛（広　島） 栗　原　　　幸（広　島） 岡　本　陽　菜（広　島）

23 09：56 小　林　芽　以（東　京） 森　　　は　な（東　京） 金　野　優　菜（東　京）

24 10：04 山　田　萌　結（長　崎） 櫻　井　心　那（長　崎） 亀　川　美　羽（長　崎）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 4日（木）公式練習日》

【　女　子　】

《 10番ホールよりスタート 》 会場：越前カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

25 07：00 中　川　成　美（福　井） 髙　木　美　佑（福　井） 服　部　仁　美（福　井）

26 07：08 山　本　彩　乃（山　口） 橋　本　千津奈（山　口） 松　枝　　　香（山　口）

27 07：16 横　山　も　も（青　森） 能登谷　鈴　衣（青　森） 三　上　花　乃（青　森）

28 07：24 濵　崎　未　来（島　根） 清　水　明　美（島　根） 東　條　弥　生（島　根）

29 07：32 森　沢　莉　子（岩　手） 中　田　綾　乃（岩　手） 津志田　翔　子（岩　手）

30 07：40 手　束　　　雅（香　川） 黒　田　光　理（香　川） 大　西　菜　生（香　川）

31 07：48 和久井　麻　由（栃　木） 横　山　珠々奈（栃　木） 池　羽　陽　向（栃　木）

32 07：56 永　嶋　花　音（宮　崎） 青　木　香奈子（宮　崎） 三　宮　七　星（宮　崎）

33 08：04 阿　曽　帆　夏（山　形） 本　間　明日香（山　形） 小　巻　香　乃（山　形）

34 08：12 水　木　春　花（大　分） 園　田　結莉亜（大　分） 渕　野　ひかる（大　分）

35 08：20 本　　　明　夏（神奈川） 稲　垣　那奈子（神奈川） 高　橋　しずく（神奈川）

36 08：28 松　尾　　　奏（佐　賀） 河　野　あずみ（佐　賀） 松　永　七　海（佐　賀）

37 08：36 岩　㟢　美　紀（埼　玉） 岩　井　千　怜（埼　玉） 佐久間　朱　莉（埼　玉）

38 08：44 小　倉　彩　愛（岡　山） 桑　木　志　帆（岡　山） 尾　関　彩美悠（岡　山）

39 08：52 別　所　あにか（三　重） 三　浦　菜　緒（三　重） 長　田　莉　子（三　重）

40 09：00 山　本　唯　加（高　知） 田　口　咲　春（高　知） 中　村　真　菜（高　知）

41 09：08 小　林　千　夏（福　島） 遠　藤　吏　紗（福　島） 半　田　乙　姫（福　島）

42 09：16 安　田　祐　香（兵　庫） 古　江　彩　佳（兵　庫） 岡　田　樹　花（兵　庫）

43 09：24 神　谷　そ　ら（岐　阜） 長谷川　せ　ら（岐　阜） 古　川　莉月愛（岐　阜）

44 09：32 仲　村　果　乃（奈　良） 小　野　星　奈（奈　良） 鈴　木　陽　彩（奈　良）

45 09：40 森　　　彩　乃（新　潟） 小　暮　広　海（新　潟） 髙　橋　美　羽（新　潟）

46 09：48 マニックス ジョイ　明美（愛　媛） 鴻　上　みらい（愛　媛） 石　川　夢　香（愛　媛）

47 09：56 平　木　亜莉奈（長　野） 髙　橋　采　未（長　野） 市　村　　　杏（長　野）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。



36 

ゴ

ル

フ

－332－

ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 5日（金）競技1日目》

【　女　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：越前カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 07：00 平　木　亜莉奈（長　野） 別　所　あにか（三　重） 和久井　麻　由（栃　木）

2 07：08 マニックス ジョイ　明美（愛　媛） 小　倉　彩　愛（岡　山） 手　束　　　雅（香　川）

3 07：16 森　　　彩　乃（新　潟） 岩　㟢　美　紀（埼　玉） 森　沢　莉　子（岩　手）

4 07：24 仲　村　果　乃（奈　良） 松　尾　　　奏（佐　賀） 濵　崎　未　来（島　根）

5 07：32 神　谷　そ　ら（岐　阜） 本　　　明　夏（神奈川） 横　山　も　も（青　森）

6 07：40 安　田　祐　香（兵　庫） 水　木　春　花（大　分） 山　本　彩　乃（山　口）

7 07：48 小　林　千　夏（福　島） 阿　曽　帆　夏（山　形） 中　川　成　美（福　井）

8 07：56 山　本　唯　加（高　知） 永　嶋　花　音（宮　崎）

9 08：04 梶　　　瑠　莉（和歌山） 皆　吉　愛寿香（鹿児島） 佐　藤　紗里愛（鳥　取）

10 08：12 政　田　夢　乃（北海道） 長　野　未　祈（千　葉） 前　古　佳　世（石　川）

11 08：20 櫻　井　心　那（長　崎） 前　多　　　愛（滋　賀） 佐　野　　　愛（京　都）

12 08：28 西　村　楓　香（秋　田） 森　　　は　な（東　京） 木　村　　　円（茨　城）

13 08：36 山　下　美夢有（大　阪） 澁　澤　莉絵留（福　岡） 栗　原　　　幸（広　島）

14 08：44 川　合　玲　那（愛　知） 櫻　井　見　音（群　馬） 高　久　ゆうな（宮　城）

15 08：52 岡　田　美　桜（徳　島） 荒　川　怜　郁（沖　縄） 奥　山　純　菜（熊　本）

16 09：00 水　浪　志　保（富　山） 松　原　亜　美（静　岡） 坂　本　　　萌（山　梨）

17 09：08 服　部　仁　美（福　井） 松　枝　　　香（山　口） 三　上　花　乃（青　森）

18 09：16 東　條　弥　生（島　根） 津志田　翔　子（岩　手） 大　西　菜　生（香　川）

19 09：24 池　羽　陽　向（栃　木） 三　宮　七　星（宮　崎） 小　巻　香　乃（山　形）

20 09：32 渕　野　ひかる（大　分） 高　橋　しずく（神奈川） 松　永　七　海（佐　賀）

21 09：40 佐久間　朱　莉（埼　玉） 尾　関　彩美悠（岡　山） 長　田　莉　子（三　重）

22 09：48 中　村　真　菜（高　知） 半　田　乙　姫（福　島） 岡　田　樹　花（兵　庫）

23 09：56 古　川　莉月愛（岐　阜） 鈴　木　陽　彩（奈　良） 髙　橋　美　羽（新　潟）

24 10：04 石　川　夢　香（愛　媛） 市　村　　　杏（長　野）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 5日（金）競技1日目》

【　女　子　】

《 10番ホールよりスタート 》 会場：越前カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

25 07：00 商　崎　鈴　菜（鹿児島） 竹　田　麗　央（熊　本） 山　田　萌　結（長　崎）

26 07：08 円　角　有　希（石　川） 横　井　も　も（愛　知） 小　林　芽　以（東　京）

27 07：16 高　木　美　咲（和歌山） 佐渡山　理　莉（沖　縄） 栗　原　　　愛（広　島）

28 07：24 吉　田　優　利（千　葉） 千　葉　雪　乃（山　梨） 細　谷　ひなこ（秋　田）

29 07：32 湯　淺　　　芹（京　都） 都　　　玲　華（徳　島） 後　藤　未　有（福　岡）

30 07：40 内　田　琴　子（北海道） 望　月　美　甫（静　岡） 小　西　瑞　穂（宮　城）

31 07：48 藤　田　かれん（滋　賀） 坂　金　風　妃（鳥　取） 西　村　優　菜（大　阪）

32 07：56 今　井　鮎　美（茨　城） 明　珍　あかね（富　山） 勝　見　　　梓（群　馬）

33 08：04 黒　田　光　理（香　川） 青　木　香奈子（宮　崎） 園　田　結莉亜（大　分）

34 08：12 能登谷　鈴　衣（青　森） 中　田　綾　乃（岩　手） 横　山　珠々奈（栃　木）

35 08：20 岩　井　千　怜（埼　玉） 橋　本　千津奈（山　口） 清　水　明　美（島　根）

36 08：28 小　暮　広　海（新　潟） 髙　橋　采　未（長　野） 髙　木　美　佑（福　井）

37 08：36 古　江　彩　佳（兵　庫） 小　野　星　奈（奈　良） 鴻　上　みらい（愛　媛）

38 08：44 三　浦　菜　緒（三　重） 遠　藤　吏　紗（福　島） 長谷川　せ　ら（岐　阜）

39 08：52 河　野　あずみ（佐　賀） 桑　木　志　帆（岡　山） 田　口　咲　春（高　知）

40 09：00 本　間　明日香（山　形） 稲　垣　那奈子（神奈川）

41 09：08 髙　久　みなみ（茨　城） 舘　　　日花梨（滋　賀） 柏　原　瑞　季（北海道）

42 09：16 北　村　優　奈（京　都） 吉　澤　柚　月（千　葉） 藤　原　侑　奈（和歌山）

43 09：24 川　端　涼　香（石　川） 大　川　ひなの（鹿児島） 青　山　颯　希（富　山）

44 09：32 高　下　朋　子（鳥　取） 内　山　愛　梨（静　岡） 島　勝　ひなた（徳　島）

45 09：40 小　林　亜　美（山　梨） 比　嘉　里緒菜（沖　縄） 請　井　佑　圭（愛　知）

46 09：48 古　賀　　　妃（熊　本） 石　川　茉友夏（群　馬） 川　中　俊　果（大　阪）

47 09：56 郡　山　　　瞳（宮　城） 谷　口　美　月（福　岡） 三　浦　輝　帆（秋　田）

48 10：04 岡　本　陽　菜（広　島） 金　野　優　菜（東　京） 亀　川　美　羽（長　崎）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 6日（土）競技2日目》

【　女　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：越前カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 07：00 今　井　鮎　美（茨　城） 藤　田　かれん（滋　賀） 内　田　琴　子（北海道）

2 07：08 湯　淺　　　芹（京　都） 吉　田　優　利（千　葉） 高　木　美　咲（和歌山）

3 07：16 円　角　有　希（石　川） 商　崎　鈴　菜（鹿児島） 明　珍　あかね（富　山）

4 07：24 坂　金　風　妃（鳥　取） 望　月　美　甫（静　岡） 都　　　玲　華（徳　島）

5 07：32 千　葉　雪　乃（山　梨） 佐渡山　理　莉（沖　縄） 横　井　も　も（愛　知）

6 07：40 竹　田　麗　央（熊　本） 勝　見　　　梓（群　馬） 西　村　優　菜（大　阪）

7 07：48 小　西　瑞　穂（宮　城） 後　藤　未　有（福　岡） 細　谷　ひなこ（秋　田）

8 07：56 栗　原　　　愛（広　島） 小　林　芽　以（東　京） 山　田　萌　結（長　崎）

9 08：04 髙　橋　采　未（長　野） 三　浦　菜　緒（三　重） 横　山　珠々奈（栃　木）

10 08：12 鴻　上　みらい（愛　媛） 桑　木　志　帆（岡　山） 黒　田　光　理（香　川）

11 08：20 小　暮　広　海（新　潟） 岩　井　千　怜（埼　玉） 中　田　綾　乃（岩　手）

12 08：28 小　野　星　奈（奈　良） 河　野　あずみ（佐　賀） 清　水　明　美（島　根）

13 08：36 長谷川　せ　ら（岐　阜） 稲　垣　那奈子（神奈川） 能登谷　鈴　衣（青　森）

14 08：44 古　江　彩　佳（兵　庫） 園　田　結莉亜（大　分） 橋　本　千津奈（山　口）

15 08：52 遠　藤　吏　紗（福　島） 本　間　明日香（山　形） 髙　木　美　佑（福　井）

16 09：00 田　口　咲　春（高　知） 青　木　香奈子（宮　崎）

17 09：08 藤　原　侑　奈（和歌山） 大　川　ひなの（鹿児島） 高　下　朋　子（鳥　取）

18 09：16 柏　原　瑞　季（北海道） 吉　澤　柚　月（千　葉） 川　端　涼　香（石　川）

19 09：24 亀　川　美　羽（長　崎） 舘　　　日花梨（滋　賀） 北　村　優　奈（京　都）

20 09：32 三　浦　輝　帆（秋　田） 金　野　優　菜（東　京） 髙　久　みなみ（茨　城）

21 09：40 川　中　俊　果（大　阪） 谷　口　美　月（福　岡） 岡　本　陽　菜（広　島）

22 09：48 請　井　佑　圭（愛　知） 石　川　茉友夏（群　馬） 郡　山　　　瞳（宮　城）

23 09：56 島　勝　ひなた（徳　島） 比　嘉　里緒菜（沖　縄） 古　賀　　　妃（熊　本）

24 10：04 青　山　颯　希（富　山） 内　山　愛　梨（静　岡） 小　林　亜　美（山　梨）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 6日（土）競技2日目》

【　女　子　】

《 10番ホールよりスタート 》 会場：越前カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

25 07：00 中　川　成　美（福　井） 山　本　彩　乃（山　口） 横　山　も　も（青　森）

26 07：08 濵　崎　未　来（島　根） 森　沢　莉　子（岩　手） 手　束　　　雅（香　川）

27 07：16 和久井　麻　由（栃　木） 永　嶋　花　音（宮　崎） 阿　曽　帆　夏（山　形）

28 07：24 水　木　春　花（大　分） 本　　　明　夏（神奈川） 松　尾　　　奏（佐　賀）

29 07：32 岩　㟢　美　紀（埼　玉） 小　倉　彩　愛（岡　山） 別　所　あにか（三　重）

30 07：40 山　本　唯　加（高　知） 小　林　千　夏（福　島） 安　田　祐　香（兵　庫）

31 07：48 神　谷　そ　ら（岐　阜） 仲　村　果　乃（奈　良） 森　　　彩　乃（新　潟）

32 07：56 マニックス ジョイ　明美（愛　媛） 平　木　亜莉奈（長　野）

33 08：04 皆　吉　愛寿香（鹿児島） 奥　山　純　菜（熊　本） 櫻　井　心　那（長　崎）

34 08：12 前　古　佳　世（石　川） 川　合　玲　那（愛　知） 森　　　は　な（東　京）

35 08：20 梶　　　瑠　莉（和歌山） 荒　川　怜　郁（沖　縄） 栗　原　　　幸（広　島）

36 08：28 長　野　未　祈（千　葉） 坂　本　　　萌（山　梨） 西　村　楓　香（秋　田）

37 08：36 佐　野　　　愛（京　都） 岡　田　美　桜（徳　島） 澁　澤　莉絵留（福　岡）

38 08：44 政　田　夢　乃（北海道） 松　原　亜　美（静　岡） 高　久　ゆうな（宮　城）

39 08：52 前　多　　　愛（滋　賀） 佐　藤　紗里愛（鳥　取） 山　下　美夢有（大　阪）

40 09：00 木　村　　　円（茨　城） 水　浪　志　保（富　山） 櫻　井　見　音（群　馬）

41 09：08 大　西　菜　生（香　川） 三　宮　七　星（宮　崎） 渕　野　ひかる（大　分）

42 09：16 三　上　花　乃（青　森） 津志田　翔　子（岩　手） 池　羽　陽　向（栃　木）

43 09：24 佐久間　朱　莉（埼　玉） 松　枝　　　香（山　口） 東　條　弥　生（島　根）

44 09：32 髙　橋　美　羽（新　潟） 市　村　　　杏（長　野） 服　部　仁　美（福　井）

45 09：40 岡　田　樹　花（兵　庫） 鈴　木　陽　彩（奈　良） 石　川　夢　香（愛　媛）

46 09：48 長　田　莉　子（三　重） 半　田　乙　姫（福　島） 古　川　莉月愛（岐　阜）

47 09：56 松　永　七　海（佐　賀） 尾　関　彩美悠（岡　山） 中　村　真　菜（高　知）

48 10：04 小　巻　香　乃（山　形） 高　橋　しずく（神奈川）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 4日（木）公式練習目》

【　少　年　男　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：福井国際カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 08：00 前　田　光史朗（栃　木） 豊　田　龍　生（栃　木） 池　田　悠　太（栃　木）

2 08：08 岡　田　晃　平（高　知） 福　住　　　将（高　知） 有　岡　秀　真（高　知）

3 08：16 田　中　章太郎（茨　城） 市　川　　　輝（茨　城） 千　葉　涼　晴（茨　城）

4 08：24 工　藤　大　河（山　形） 和　田　良　太（山　形） 池　田　太　郎（山　形）

5 08：32 唐　下　明　徒（広　島） 寺　西　遼　馬（広　島） 笠　原　　　瑛（広　島）

6 08：40 櫻　井　　　豪（長　崎） 山　田　玄　彩（長　崎） 杉　㟢　優　人（長　崎）

7 08：48 平　田　憲　聖（大　阪） 蟬　川　泰　果（大　阪） 小木野　太　優（大　阪）

8 08：56 織　井　昭　汰（長　野） 岩　崎　裕　斗（長　野） 太　田　誠　人（長　野）

9 09：04 細　野　勇　策（山　口） 縄　田　修　一（山　口） 尾　上　志　温（山　口）

10 09：12 井戸川　純　平（宮　崎） 山　口　泰　知（宮　崎） 枝　川　吏　輝（宮　崎）

11 09：20 中　尾　亮　太（京　都） 石　川　慎之介（京　都） 上久保　拓　海（京　都）

12 09：28 遠　藤　銀　河（福　島） 桑　島　大　紀（福　島） 古　川　龍之介（福　島）

13 09：36 鳥　海　颯　汰（北海道） 浦　　　理玖史（北海道） 小　村　優　太（北海道）

14 09：44 髙　橋　夢　人（新　潟） 小　川　真之介（新　潟） 谷　口　康太郎（新　潟）

《 10番ホールよりスタート 》

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

15 08：00 山　中　　　頌（三　重） 荒　木　義　和（三　重） 阪　口　亮　太（三　重）

16 08：08 出利葉　太一郎（福　岡） 石　塚　祥　利（福　岡） 児　玉　章太郎（福　岡）

17 08：16 内　田　航　貴（神奈川） 芳　崎　陽　紀（神奈川） 林　　　恭　平（神奈川）

18 08：24 辻　　　圭一郎（石　川） 沢　田　　　新（石　川） 灰　谷　幸　家（石　川）

19 08：32 宇喜多　飛　翔（岡　山） 大　嶋　　　宝（岡　山） 行　正　怜　恩（岡　山）

20 08：40 山　本　大　雅（宮　城） 倉　林　太　聖（宮　城） 佐　藤　亮太朗（宮　城）

21 08：48 植　田　晃　大（奈　良） 竹　下　綜　一（奈　良） 津　田　浩　平（奈　良）

22 08：56 村　上　颯　汰（熊　本） 青　木　　　尉（熊　本） 池　田　悠　希（熊　本）

23 09：04 黒　田　智　之（岐　阜） 長谷川　貴　優（岐　阜） 岩　井　悠　真（岐　阜）

24 09：12 多良間　伸　平（沖　縄） 豊　里　裕　士（沖　縄） 新城 ディラン　唯人（沖　縄）

25 09：20 梅　内　秀太郎（東　京） 小　室　敬　偉（東　京） 和　田　　　歩（東　京）

26 09：28 石　川　大　翔（香　川） 落　合　　　凌（香　川） 加　藤　　　渉（香　川）

27 09：36 鈴　木　晃　祐（千　葉） 大　野　　　倖（千　葉） 小　林　拳史郎（千　葉）

28 09：44 大　谷　元　気（福　井） 杉　浦　悠　太（福　井） 冨　田　幸　暉（福　井）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。



36 

ゴ

ル

フ

－337－

ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 5日（金）競技1日目》

【　少　年　男　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：福井国際カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 08：00 前　田　光史朗（栃　木） 岡　田　晃　平（高　知） 田　中　章太郎（茨　城）

2 08：08 工　藤　大　河（山　形） 唐　下　明　徒（広　島） 櫻　井　　　豪（長　崎）

3 08：16 平　田　憲　聖（大　阪） 織　井　昭　汰（長　野） 細　野　勇　策（山　口）

4 08：24 井戸川　純　平（宮　崎） 中　尾　亮　太（京　都） 遠　藤　銀　河（福　島）

5 08：32 鳥　海　颯　汰（北海道） 髙　橋　夢　人（新　潟）

6 08：40 杉　浦　悠　太（福　井） 長谷川　貴　優（岐　阜） 沢　田　　　新（石　川）

7 08：48 大　野　　　倖（千　葉） 青　木　　　尉（熊　本） 芳　崎　陽　紀（神奈川）

8 08：56 落　合　　　凌（香　川） 竹　下　綜　一（奈　良） 石　塚　祥　利（福　岡）

9 09：04 小　室　敬　偉（東　京） 倉　林　太　聖（宮　城） 荒　木　義　和（三　重）

10 09：12 豊　里　裕　士（沖　縄） 大　嶋　　　宝（岡　山）

11 09：20 杉　㟢　優　人（長　崎） 太　田　誠　人（長　野） 谷　口　康太郎（新　潟）

12 09：28 千　葉　涼　晴（茨　城） 笠　原　　　瑛（広　島） 小木野　太　優（大　阪）

13 09：36 上久保　拓　海（京　都） 有　岡　秀　真（高　知） 池　田　太　郎（山　形）

14 09：44 小　村　優　太（北海道） 枝　川　吏　輝（宮　崎） 池　田　悠　太（栃　木）

15 09：52 古　川　龍之介（福　島） 尾　上　志　温（山　口）

《 10番ホールよりスタート 》

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

16 08：00 山　中　　　頌（三　重） 出利葉　太一郎（福　岡） 内　田　航　貴（神奈川）

17 08：08 辻　　　圭一郎（石　川） 宇喜多　飛　翔（岡　山） 山　本　大　雅（宮　城）

18 08：16 植　田　晃　大（奈　良） 村　上　颯　汰（熊　本） 黒　田　智　之（岐　阜）

19 08：24 多良間　伸　平（沖　縄） 梅　内　秀太郎（東　京） 石　川　大　翔（香　川）

20 08：32 鈴　木　晃　祐（千　葉） 大　谷　元　気（福　井）

21 08：40 寺　西　遼　馬（広　島） 山　口　泰　知（宮　崎） 小　川　真之介（新　潟）

22 08：48 和　田　良　太（山　形） 縄　田　修　一（山　口） 浦　　　理玖史（北海道）

23 08：56 市　川　　　輝（茨　城） 岩　崎　裕　斗（長　野） 桑　島　大　紀（福　島）

24 09：04 福　住　　　将（高　知） 蟬　川　泰　果（大　阪） 石　川　慎之介（京　都）

25 09：12 豊　田　龍　生（栃　木） 山　田　玄　彩（長　崎）

26 09：20 佐　藤　亮太朗（宮　城） 池　田　悠　希（熊　本） 冨　田　幸　暉（福　井）

27 09：28 林　　　恭　平（神奈川） 行　正　怜　恩（岡　山） 津　田　浩　平（奈　良）

28 09：36 小　林　拳史郎（千　葉） 児　玉　章太郎（福　岡） 灰　谷　幸　家（石　川）

29 09：44 加　藤　　　渉（香　川） 和　田　　　歩（東　京） 阪　口　亮　太（三　重）

30 09：52 岩　井　悠　真（岐　阜） 新城 ディラン　唯人（沖　縄）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。
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ゴルフ競技組合せ及びスタート時刻表《10月 6日（土）競技2日目》

【　少　年　男　子　】

《 1番ホールよりスタート 》 会場：福井国際カントリークラブ

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

1 08：00 宇喜多　飛　翔（岡　山） 多良間　伸　平（沖　縄） 大　谷　元　気（福　井）

2 08：08 辻　　　圭一郎（石　川） 黒　田　智　之（岐　阜） 鈴　木　晃　祐（千　葉）

3 08：16 内　田　航　貴（神奈川） 村　上　颯　汰（熊　本） 石　川　大　翔（香　川）

4 08：24 出利葉　太一郎（福　岡） 植　田　晃　大（奈　良） 梅　内　秀太郎（東　京）

5 08：32 山　中　　　頌（三　重） 山　本　大　雅（宮　城）

6 08：40 豊　田　龍　生（栃　木） 福　住　　　将（高　知） 市　川　　　輝（茨　城）

7 08：48 和　田　良　太（山　形） 寺　西　遼　馬（広　島） 山　田　玄　彩（長　崎）

8 08：56 蟬　川　泰　果（大　阪） 岩　崎　裕　斗（長　野） 縄　田　修　一（山　口）

9 09：04 山　口　泰　知（宮　崎） 石　川　慎之介（京　都） 桑　島　大　紀（福　島）

10 09：12 浦　　　理玖史（北海道） 小　川　真之介（新　潟）

11 09：20 津　田　浩　平（奈　良） 児　玉　章太郎（福　岡） 阪　口　亮　太（三　重）

12 09：28 冨　田　幸　暉（福　井） 行　正　怜　恩（岡　山） 小　林　拳史郎（千　葉）

13 09：36 和　田　　　歩（東　京） 池　田　悠　希（熊　本） 新城 ディラン　唯人（沖　縄）

14 09：44 岩　井　悠　真（岐　阜） 加　藤　　　渉（香　川） 佐　藤　亮太朗（宮　城）

15 09：52 林　　　恭　平（神奈川） 灰　谷　幸　家（石　川）

《 10番ホールよりスタート 》

組 スタート時刻 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名） 選手名（都道府県名）

16 08：00 唐　下　明　徒（広　島） 井戸川　純　平（宮　崎） 髙　橋　夢　人（新　潟）

17 08：08 工　藤　大　河（山　形） 細　野　勇　策（山　口） 鳥　海　颯　汰（北海道）

18 08：16 田　中　章太郎（茨　城） 織　井　昭　汰（長　野） 遠　藤　銀　河（福　島）

19 08：24 岡　田　晃　平（高　知） 平　田　憲　聖（大　阪） 中　尾　亮　太（京　都）

20 08：32 前　田　光史朗（栃　木） 櫻　井　　　豪（長　崎）

21 08：40 荒　木　義　和（三　重） 石　塚　祥　利（福　岡） 芳　崎　陽　紀（神奈川）

22 08：48 沢　田　　　新（石　川） 大　嶋　　　宝（岡　山） 倉　林　太　聖（宮　城）

23 08：56 竹　下　綜　一（奈　良） 青　木　　　尉（熊　本） 長谷川　貴　優（岐　阜）

24 09：04 豊　里　裕　士（沖　縄） 小　室　敬　偉（東　京） 落　合　　　凌（香　川）

25 09：12 大　野　　　倖（千　葉） 杉　浦　悠　太（福　井）

26 09：20 池　田　悠　太（栃　木） 有　岡　秀　真（高　知） 千　葉　涼　晴（茨　城）

27 09：28 池　田　太　郎（山　形） 笠　原　　　瑛（広　島） 杉　㟢　優　人（長　崎）

28 09：36 小木野　太　優（大　阪） 太　田　誠　人（長　野） 尾　上　志　温（山　口）

29 09：44 枝　川　吏　輝（宮　崎） 上久保　拓　海（京　都） 古　川　龍之介（福　島）

30 09：52 小　村　優　太（北海道） 谷　口　康太郎（新　潟）

※組合せ及びスタート時刻は、荒天時、欠場者等があった場合は、変更することがある。


