
OUT（東コース）　中学女子・高校男子

時間 選手名 選手名 選手名 選手名

1 7:30 横山　もも 稲井 ･2 薄井　香澄 白河二 ･2 佐藤　海風 蓬莱 ･2 佐々木稚梨 加美新田 ･1

2 7:38 髙久みなみ 西郷一 ･2 工藤　楓佳 鯵ヶ沢 ･2 大須賀　望 宮床 ･1 郡山　　瞳 寺岡 ･1

3 7:46 大田　紗羅 小名浜二 ･2 新田　律岬 住吉台 ･2 工藤　未望 八戸白山台･1 ･

4 7:54 七宮紀美佳 桃陵 ･2 三上　花乃 弘前南 ･2 野辺奈々子 福島四 ･2 ･

5 8:02 半田　千峰 山形五 ･1 小林　千夏 守山 ･2 小泉　友佳 小名浜一 ･1 ･

6 8:10 横田　竜成 東北 ･2 田部　周平 学法石川 ･2 中原　　陵 十和田工業･1 能嶋　航平 盛岡中央 ･2

7 8:18 原田　大雅 東北 ･2 横岡　　悟 十和田工業･2 松村　　誠 盛岡中央 ･2 阿部　圭寿 岩瀬農業 ･2

8 8:26 石澤　祐怜 日大山形 ･1 畑山　　葵 富岡 ･2 角掛竜太郎 盛岡中央 ･1 円子健太郎 十和田工業･1

9 8:34 松尾　勇輝 東北 ･2 喜納啓史郎 十和田工業･2 米内　真人 盛岡中央 ･1 今野　優人 日大山形 ･2

10 8:42 中村カイヤ 東北 ･1 坂下　　健 八工大一 ･2 藤澤　海志 羽黒 ･2 高橋　朋也 日大山形 ･1

11 8:50 池田　春樹 聖和学園 ･1 島守　良誓 八工大一 ･2 関　　佑亮 東北 ･2 秋葉　拓郎 日大山形 ･1

12 8:58 日塔　啓介 日大山形 ･2 江渡　　京 六戸 ･2 福谷　　翼 東北 ･1 田中　　優 八工大一 ･2

13 9:06 黒岩　　輝 尚志 ･2 山口　　巌 湯沢翔北 ･2 児玉　知樹 仙台育英 ･2 山内　大輝 六戸 ･2

14 9:14 村上　晴貴 仙台育英 ･1 竹内　　渉 六戸 ･2 新田　尚太 山形東 ･2 田中　奎熙 むつ工業 ･1

15 9:22 古長　　基 学法石川 ･1 菊地　紀嘉 仙台育英 ･1 秋田将太朗 むつ工業 ･1 ･

16 9:30 長谷川隆太 酒田南 ･1 村上　悠貴 仙台育英 ･2 胡口　大貴 学法石川 ･2 ･

IN（西コース）　中学男子・高校女子

時間 選手名 選手名 選手名 選手名

1 7:30 石岡　　丈 鯵ヶ沢 ･2 真壁　英路 岩沼 ･2 伊藤　一哉 酒田六 ･2 倉林　太聖 東向陽台 ･1

2 7:38 黒澤　　光 日和田 ･2 廣澤　京平 気仙沼 ･1 和知　快斗 将監 ･1 中村　　凛 高楯 ･1

3 7:46 桑島　大紀 白河南 ･2 三浦　寛史 長命ヶ丘 ･2 千葉　　楽 湊 ･2 石河　葵都 湯本二 ･1

4 7:54 鈴木　善貴 弘前大付 ･2 佐々木尚紀 福島三 ･2 簗田　一輝 見前南 ･2 工藤　大河 神町 ･1

5 8:02 佐藤亮太朗 中山 ･2 津志田大耀 城西 ･2 阿部　将也 名取一 ･2 草野　祥汰 明健 ･1

6 8:10 池田　太郎 酒田二 ･2 千葉龍太朗 山田 ･2 鈴木　彪斗 永井 ･2 ･

7 8:18 古川龍之介 会津若松一･2 高橋　　黎 長町 ･2 髙橋　春人 下小路 ･1 ･

8 8:26 遠藤　銀河 中央台南 ･2 猪股　柊平 名取一 ･1 和田　良太 鶴岡四 ･1 ･

9 8:34 坂東　奈央 東北 ･2 勝田　孝代 羽黒 ･2 佐々木彩華 東北 ･2 野辺　優夏 富岡 ･1

10 8:42 西畑　昭甫 東北 ･2 本間明日香 羽黒 ･2 三浦　彩花 東北 ･2 佐藤　優奈 仙台育英 ･2

11 8:50 吉田　菊花 尚絅学院 ･2 川上紗緒里 富岡 ･2 庄司　希海 東北 ･1 松山　悦子 仙台育英 ･2

12 8:58 能登谷鈴衣 八工大一 ･2 横山　稀理 東日本昌平･2 宮本　沙理 東北 ･1 小島　佳奈 仙台育英 ･1

13 9:06 津志田翔子 盛岡中央 ･2 大塚　映夢 東北 ･2 管野あゆみ 仙台育英 ･1 苫米地紗耶 六戸 ･2

14 9:14 伊藤みずほ 郡山 ･2 村井　悠那 東北 ･2 ロー　鈴奈 仙台育英 ･1 竹ヶ原彩乃 六戸 ･2

15 9:22 藤田　桃香 東北 ･2 小川阿由佳 学法石川 ･2 平井理紗子 東北 ･1 竹谷　末紘 仙台育英 ･1

16 9:30 岩城　杏奈 学法石川 ･2 服部　笑奈 仙台育英 ･2 高田明日香 東北 ･1 丸屋　七夏 六戸 ･2

17 9:38 蛭田みな美 学法石川 ･2 昆　　夢乃 盛岡中央 ･1 白石　栞菜 東北 ･1 成田安育美 六戸 ･2

18 9:46 菊地　志織 盛岡中央 ･2 富永　亜実 学法石川 ･2 佐久間梨々子 東北 ･1 伊藤　　星 六戸 ･2
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平成26年度全国高等学校ゴルフ選手権秋季東北大会≪第１日≫

＜組み合わせ表＞
期日：2014年11月13日（木）

会場：棚倉田舎倶楽部
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平成26年度東北中学校ゴルフ選手権秋季大会

学校名・学年 学校名・学年学校名・学年 学校名・学年

※　組み合わせは、変更する場合がある。
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