
中部ゴルフ連盟

参加者人数：128名　 （無印）男子　１０２名

（※印）女子　　２６名
1番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

1 7:30 小田 将吾 愛工大3 信田 風樹 中部学院大2 中村 成秀 中京大2

2 7:39 岩渕 隆作 中部学院大4 岡田 聖真 南山大2 遊佐 将大 愛知学院大2

3 7:48 中嶋 晃哉 金沢学院大4 佐野 遼太 中部学院大2 福山 功太 福井工大1 小木曽 広明 名城大3

4 7:57 伊奈 諒哉 愛工大1 恒川 卓也 名経大2 棚町 駿 中部学院大1 水野 一成 名商大4

5 8:06 恒川 昌大 愛知学院大4 江角 直城 中京大2 若山 真之 愛工大2 勝部 崇紘 愛知大4

6 8:15 増田 雄飛 中部学院大1 早嵜 雄登 福井工大2 佐藤 大介 愛知学院大3 平川 守道 中京大3

7 8:24 梶田 脩真 中京大4 水田 竜昇 中部学院大1 奥村 紘慶 名商大2 豊田 哲平 愛知学院大1

8 8:33 藪 颯人 名古屋大3 山下 拓馬 愛工大3 杉浦 公紀 名城大3 藤田 尚人 中部学院大2

9 8:42 久米 玲太 愛知学院大3 市村 優 福井工大3 村瀬 豪晟 中部学院大1 毛利 浩一郎 名商大3

10 8:51 鈴木 翔也 名商大3 西岡 晃希 愛工大1 林 健太 名城大4 稲熊 隆哉 四日市大1

11 9:00 熊澤 駿 愛知学院大2 吉田 廉 中部学院大2 丸山 颯太 福井工大1 服部 真浩 愛工大4

12 9:09 北野 貴哉 愛工大3 平野 雄也 愛知学院大1 大関 幹 福井工大2 青山 晃大 中京大1

13 9:18 芦田 諒太 日福大2 上村 征輝 名商大3 糟谷 侑真 愛知学院大1 金子 優将 中部学院大3

14 9:27 織田 信亮 福井工大1 冨岡 宇翔 金沢学院大3 伴 俊希 中部学院大1 山田 孝元 愛工大2

15 9:36 河野 圭亮 愛知学院大3 中山 絹也 中部学院大3 山本 恵吾 名城大2 中神 功稀 名古屋大4

16 9:45 柿本 諒介 福井工大3 門田 健太郎 中部学院大2 安達 友亮 愛工大2 柳 力斗 愛知学院大2

10番スタート

組 時刻 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア 氏名 所属 スコア

17 7:30 ※築地 京佳 中部学院大2 ※安藤 あい子 愛知大1 ※竹下 アニカ 愛知学院大1

18 7:39 ※塩見 心愛 福井工大2 ※小西 美帆 名商大3 ※丸山 桃慧 南山大2

19 7:48 ※山内 芽依 愛知学院大3 ※青井 麻瑚 中部学院大1 ※酒井 里奈 愛知大2 ※青山 楓 中京大4

20 7:57 ※久保田 淑乃 愛知大2 ※辻 満菜美 金沢学院大2 ※島田 早彩 愛知学院大3 ※松本 真帆 名商大2

21 8:06 ※山手 あかり 名商大2 ※円角 有希 中部学院大2 ※山本 真生 愛知大1 ※山下 紗永良 愛知学院大3

22 8:15 ※荒武 飛名 中部学院大2 ※若原 由衣 愛知大3 ※川口 莉歩 愛知学院大1 ※松蔵 美羽 福井工大3

23 8:24 ※嶋貫 友紀 愛知大3 ※菊池 祐菜 愛知学院大2 ※清水 友莉耶 中京大3 ※円角 育未 中部学院大1

24 8:33 上田 仁 福井工大3 光部 集 愛工大1 小野田 瑞樹 中部大2 三島 泰哉 中部学院大3

25 8:42 林 大貴 愛工大1 今泉 友佑 愛知学院大2 横井 優星 福井工大2 加藤 陽輝 中部学院大2

26 8:51 今尾 暢介 中部学院大1 斉藤 匠 福井工大1 沼口 隼大 名商大3 作田 大地 金沢学院大3

27 9:00 竹下 海人 福井工大1 前田 基彰 愛工大3 久野 武大 南山大3 本田 剛康 愛知学院大2

28 9:09 松下 有希 金沢学院大1 勝田 眞彰 名城大2 田原 龍 愛知学院大1 水田 勝之 中京大3

29 9:18 楳山 慶真 愛知学院大4 日比野 新 名商大1 大社 宥雅 福井工大4 大川 宙 中部学院大1

30 9:27 宮崎 光信 中京大3 岩渕 輝起 中部学院大3 松下 大河 愛工大3 成田 風里 愛知学院大2

31 9:36 清田 雄大 福井工大1 島崎 瀬那 金沢学院大2 山田 拓矢 愛知学院大3 峠 丈翔 中部学院大4

32 9:45 棚橋 舜 中部学院大2 上田 敦士 名古屋大3 太田 泰雅 中京大2 佐野 琢朗 愛工大3

33 9:54 花井 優希 愛知学院大2 服部 壮真 中部大2 河合 和眞 愛工大4 大内 智文 中部学院大4

備考

平成30年度（第48回）中部学生ゴルフ選手権競技

組み合わせ並びにスタート時刻表

8月9日 （木）

備考
１．第２日の組み合わせは、第１日の成績により決定する。
２．本競技男子の上位３位までは、来年度（平成３１年）中部オープンゴルフ選手権競技に出場できる。
３．本競技の上位者は、８月２１日（火）～２４日（金）に埼玉県の飯能ゴルフクラブで開催の
　　日本学生ゴルフ選手権競技に出場できる。なお出場者数は、日本学生ゴルフ連盟より発表される。
４．欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時刻を変更することがある。
５．ティーマーカーは、男子は青マーク、女子は白マークを使用する。
６．病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に中部ゴルフ連盟事務局まで連絡すること（０５２－５６１－７９７２）。
　　なお、競技前日および当日の場合は、さなげカントリークラブ（０５６５－４８－１３０１）へ連絡すること。
　　無断欠席の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。

第1日

於．さなげカントリークラブ


	成績無

