H28.1.21 現在

平成 28 年度(
年度(第 71 回)国民体育大会(
国民体育大会(岩手国体
岩手国体)
国体)
山口県代表選手
山口県代表選手選考
選手選考会
選考会 出場有資格者
（成績順・敬称略・太字は重複選手）

成 年 男 子
・和歌山国体山口県代表選手３名
寺岡 颯太 ・ 竹ノ上剛規 ・ 松田 直哉
・平成 27 年度山口県アマチュアゴルフ選手権競技上位３名（有資格者）
中村 尊史 ・ 新里 倫啓 ・ 徳光 祐哉
・平成 27 年度日本アマチュアゴルフ選手権競技出場者（有資格者）
徳光 祐哉 ・ 上岡 信晴
・平成 27 年度日本学生ゴルフ選手権競技出場者（山口県代表選手として国体に出場できる者）
安藤 裕良(至誠館大) ・

上岡 信晴(
信晴(至誠館大)
至誠館大) ・ 新里 倫啓(
倫啓(至誠館大)
至誠館大)

田邊 真治(至誠館大) ・ 徳光 祐哉(
祐哉(専修大)
専修大)

・ 松田 直哉(
直哉(徳山大)
徳山大)

・平成 27 年度山口県オープンゴルフ選手権競技上位３名（有資格者）
寺岡 颯太 ・ 竹ノ上剛規 ・ 平原 稔弘
・平成 27 年度(第 19 回)山口県民ゴルフ大会決勝競技総合成績上位１０位
中村 尊史 ・ 竹本 秀明 ・ 水津 考啓 ・ 平野 早人
勝原 宜浩 ・ 松田 直哉 ・ 李

誠 ・ 平原 稔弘

清水 博行 ・ 西田 由雄
・平成 28 年度山口県オープンゴルフ選手権競技上位３名（有資格者）

※平成 27 年度日本学生ゴルフ選手権競技出場者が本選考会に出場する場合、山口県代表
選手として国体に出場できる(する意思がある)者であり、県外からの居住者については、
4 月 28 日までに現在の居住地に住民登録等を行なった者とする。山口県出身の県外居
住者は、ふるさと登録を行なった者とする。

H28.1.21 現在

平成 28 年度(
年度(第 71 回)国民体育大会(
国民体育大会(岩手国体
岩手国体)
国体)
山口県代表選手選考会
山口県代表選手選考会 出場有資格者
（成績順・敬称略・太字は重複選手）

女 子
・和歌山国体山口県代表選手３名
木下 彩 ・ 熊澤 亜美 ・ 山本 彩乃
・平成 27 年度日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場者（有資格者）
坪井 悠香
・平成 27 年度日本女子学生ゴルフ選手権競技出場者（山口県代表選手として国体に出場できる者）
楠本 彩乃(至誠館大)
・平成 27 年度日本ジュニアゴルフ選手権出場者（有資格者）
なし
・平成 27 年度(第 19 回)山口県民ゴルフ大会決勝競技上位１０位
熊澤 亜美 ・ 木下 智穂 ・ 山本 彩乃 ・ 阿部美沙都
寺岡 妃奈 ・ 松本きよみ ・ 保木 聡子 ・ 松枝

香

冨金原明莉 ・ 木下 彩
・平成 27 年度山口県女子ゴルフ大会 総合成績上位３名（有資格者）

※｢女子｣において、山口県代表選手選考会への少年女子種別の出場有資格者がいないか１
名の場合、少年女子種別の出場有資格者が２名になるよう、平成 27 年度(第 19 回)山口
県民ゴルフ大会決勝競技上位 10 位に次ぐ少年女子種別の選手に山口県代表選手選考会
への出場資格を与える。
※平成 27 年度日本女子学生ゴルフ選手権競技出場者が本選考会に出場する場合、山口県
代表選手として国体に出場できる(する意思がある)者であり、県外からの居住者につい
ては、4 月 28 日までに現在の居住地に住民登録等を行なった者とする。山口県出身の
県外居住者は、ふるさと登録を行なった者とする。

H28.1.21 現在

平成 28 年度(
年度(第 71 回)国民体育大会(
国民体育大会(岩手国体
岩手国体)
国体)
山口県代表選手選考会 出場有資格者
（成績順・敬称略・太字は重複選手）

少 年 男 子
・平成２６年度 全国高等学校(中学校)ゴルフ選手権(春季大会)の出場者。
(高校)

栢 怜央

(中学)

縄田 修一

・平成２７年度（第１５回）山口県オープンゴルフ選手権上位５位入賞者。
縄田 修一
・平成２７年度（第３４回）山口県ジュニアゴルフ選手権（春）
男子１５歳～１７歳の部 上位３位タイ
中原 秀馬 ・ 栢 怜央 ・ 前川 泰輝
男子１２歳～１４歳の部 優勝者（プレーオフの場合タイを含む。
）
縄田 修一
・平成２７年度 和歌山国体の山口県代表選手
中原 秀馬 ・ 栢 怜央 ・ 前川 泰輝
・平成２７年度 山口県アマチュアゴルフ選手権上位５位入賞者。
縄田 修一 ・ 中原 秀馬
・平成２７年度 日本アマチュアゴルフ選手権の出場者。
縄田 修一
・平成２７年度 日本ジュニアゴルフ選手権の出場者。
中原 秀馬
・平成２７年度 全国高等学校(中学校)ゴルフ選手権(夏)の出場者。
(高校)

中原 秀馬

(中学)

縄田 修一

・平成２７年度（第３５回）山口県ジュニアゴルフ選手権（夏）
男子１５歳～１７歳の部 上位３位タイ
栢 怜央 ・ 中原 秀馬 ・ 前川 泰輝
男子１２歳～１４歳の部 優勝者（プレーオフの場合タイを含む。
）
縄田 修一
・平成２７年度（第３３回）中国ジュニアゴルフ選手権新人戦
高校男子の部 上位５位タイ
な し
中学男子の部 上位３位タイ
児玉 章太郎
・平成２７年度 山口県高等学校ゴルフ選手権・中学生大会
男子１５歳～１７歳の部 上位３位タイ
栢 怜央 ・ 中原 秀馬 ・ 志水 孝成 (資格なし)
男子１２歳～１４歳の部 優勝者（プレーオフの場合タイを含む。
）
縄田 修一
・平成２７年度 全国高等学校(中学校)ゴルフ選手権(春季大会)出場者。
高校男子の部
中学男子の部
・平成２８年度（第１６回）山口県オープンゴルフ選手権上位５位入賞者。

・平成２８年度（第３６回）山口県ジュニアゴルフ選手権（春）
※平成 28 年 4 月開催。
男子１５歳～１７歳の部 上位３位タイ
男子１２歳～１４歳の部 優勝者（プレーオフの場合タイを含む。
）

※重複は繰り下げない。
※中学生は、第 71 回国民体育大会(岩手国体)の参加有資格者とする。

