
７月１９日、欠場者が出たため１番スタート組み合わせを変更しました。スタート時刻が変更されておりますので、ご注意ください。

中部ゴルフ連盟

参加者人数：87名　 男子１２歳～１４歳の部　４５名（内欠場１名）

女子１２歳～１４歳の部　４２名 於．ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場(西コース)
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 阿部 謙成 浄心中3 水野 晃太郎 東海中3 稲垣 早弥人 星城中2 松井 諒哉 岡崎葵中2

2 7:38 岩附 康平 東海中3 千葉 空 宝神中1 永井 雄太 名古屋国際中3 粂内 爽汰 愛知中2

3 7:46 野村 飛翔 江南古知野中3 櫻井 成翔 星城中3 大海 諒介 名古屋山田東中1 高木 優心 名古屋中3

4 7:54 近藤 港 大口中3 新井 龍紀 春日井西部中2 熊澤 良真 豊田梅坪台中3 平澤 海翔 稲沢祖父江中3

5 8:02 湯原 光 一宮西成東部中3 石原 宏一 東海中3 林 愛翔 幸田北部中2 大塚 悠生 星城中2

6 8:10 中川 海大 岡崎美川中1 小田 祥平 蒲郡中3 上田 翔太 木曽川中1 河野 涼介 日進東中3

7 8:18 吉田 空雅 星城中2 高田 幸季 愛知中2 丹羽 悠太 犬山東部中2 北西 晃基 東海中2

8 8:26 益田 航 北名古屋熊野中2 梅田 昂暉 名古屋吉根中2 林 賢二 名古屋中3 岩村 直正 愛知中3

9 8:34 加藤 大智 安城西中3 下田 航大 名古屋楠中3 橋本 翔大 稲沢祖父江中2 伊豆原 圭太 星城中3

10 8:42 藤田 剛大 東海中3 牧野 悠士 名古屋中3 近藤 大斗 ICAN1 高橋 幸久 名古屋城山中3

11 8:50 藤本 竜之進 豊橋羽田中3 松山 怜生 星城中1 臼井 遼也 ラ・サール学園2 山田 倖生 名古屋中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

12 7:30 〇佐相 ことみ 名古屋日比津中1 〇小宮 千鶴 聖霊中1 〇江辺 梨々花 星城中3

13 7:38 〇與語 優奈 長久手中2 〇中間 桃香 日進西中2 〇三浦 悠雅 名古屋北陵中1

14 7:46 〇富 琉緒 春日井西部中3 〇清本 美波 一宮南部中1 〇山口 美郁 聖霊中3 〇平岩 冴十乃 岡崎竜南中2

15 7:54 〇長坂 怜奈 岡崎六ツ美中3 〇杉浦 愛梨 高浜中3 〇山下 柚葉 春日井味美中3 〇鈴木 らら 聖霊中1

16 8:02 〇山田 花梨 岡崎南中3 〇横山 栞子 春日井東部中3 〇藤井 美羽 名古屋千種台中2 〇木村 葉月 名古屋有松中3

17 8:10 〇中島 凛 星城中2 〇神谷 桃歌 聖霊中1 〇青山 日向子 名古屋笈瀬中2 〇青山 緑 名古屋白山中3

18 8:18 〇髙橋 芽依 椙山女中1 〇入谷 響 豊橋南部中1 〇西田 奈々実 春日井西部中2 〇石原 るる夏 聖霊中3

19 8:26 〇山際 はるか 知多八幡中1 〇松川 沙里香 金城学院中3 〇田中 珠蘭 瀬戸南山中2 〇鈴木 空 愛産大三河中3

20 8:34 〇下田 沙幸 名古屋楠中1 〇林 希莉奈 春日井鷹来中3 〇小栗 なな実 聖霊中3 〇沢田 ももこ 長久手北中3

21 8:42 〇川本 みちる 豊川東部中3 〇柳澤 美那 安城東山中2 〇横山 愛華 名古屋瑞穂ヶ丘中3 〇稲垣 千夏 天神山中1

22 8:50 〇土方 乃綾 聖霊中2 〇林 穂乃香 一宮丹陽中3 〇宇佐美 優 小牧北里中2 〇蟹江 美羽 名古屋本城中2

備考

平成30年度（第44回）中部ジュニアゴルフ選手権競技　愛知地区予選

組み合わせ並びにスタート時刻表

7月23日 （月）

１．午前６時より受付を開始する。開会式は行わない。
２．○印は女子１２歳～１４歳の部。
３．本競技の男子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　１５名
　　本競技の女子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　１４名
　　選出に当りタイが生じた場合は、マッチング・スコアカードにより決定する。
３．欠場者のあった場合は、組み合わせおよびスタート時間を変更することがある。
４．病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず事前に『欠場届』を中部ゴルフ連盟（０５２-５６１-７９７２）までFAXすること。
　　なお、競技前日および当日の場合は、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場（０５６１-５３-３９９３）へ連絡すること。
　　無断欠場の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。


	成績無

