
７月２０日、男女15-17歳の部のスタート時刻を３０分早め、午前７時００分からのスタートとなりましたので、ご注意ください。

中部ゴルフ連盟

参加者人数：141名　 男子１５歳～１７歳の部　９７名（内欠場１名）

女子１５歳～１７歳の部　４４名 於．ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場(東コース)
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 7:00 日比 輝 名古屋高1 荒武 円晴 星城高2 鈴木 大智 岡崎城西高3 岩塚 帆希 愛工大名電高3

2 7:08 福田 孔思 ルネサンス豊田高2 澤田 匠吾 西尾東高3 古橋 京汰 愛工大名電高1 山田 悠介 星城高3

3 7:16 糟谷 仁希 星城高1 荒尾 智浩 名古屋高1 浅賀 勇人 愛工大名電高2 安東 秀太 愛知高3

4 7:24 椎名 将大 栄徳高1 松岡 謙心 名古屋高2 有櫛 琢郎 中部大第一高3 奥田 智也 星城高2

5 7:32 廣瀬 僚 星城高2 後藤 輝 桜丘高1 黄木 泰斗 中京大中京高1 近藤 将 名古屋高3

6 7:40 梅田 悠真 東海高1 服部 雅也 岡崎城西高3 山岸 咲槻 名古屋高2 山本 峻新 星城高2

7 7:48 木ノ下 勇太 名古屋国際高3 金子 駆大 ルネサンス豊田高1 柴田 大斉 星城高2 田中 凜翔 栄徳高2

8 7:56 京山 秀人 栄徳高2 杉本 陽 東海高1 大井 遥司郎 名古屋高1 上平 悠馬 愛工大名電高1

9 8:04 森田 文哉 星城高2 杉山 竜太郎 中部大第一高3 成田 風生 栄徳高3 亀井 凱 東海高1

10 8:12 後藤 直 愛工大名電高2 杉浦 翔英 星城高3 山田 莉 春日丘高2 青木 壱成 栄徳高3

11 8:20 小玉 友稀 星城高2 棚橋 俊太 東海高1 金本 知泰 栄徳高2 田中 翔 ルネサンス豊田高2

12 8:28 菱田 健斗 中京大中京高2 兼松 晃良 小坂井高3 山田 夢人 星城高2 木村 太一 愛知高2

13 8:36 姜 棋勲 東海高1 鈴木 千貴 星城高2 後藤 大輝 愛工大名電高2 高津佐 琉斗 栄徳高1

14 8:44 近藤 信 愛工大名電高1 小坂 悠太朗 市邨高2 藤田 輝人 誉高3 一江 優希 愛知高3

15 8:52 加藤 遼也 星城高1 西岡 誠矢 栄徳高2 米山 颯太 岡崎城西高3 伊藤 達哉 東海高1

16 9:00 小林 伸大朗 名古屋高1 小田 光希 愛知高3 東出 大雅 ルネサンス豊田高2 吉川 巧真 丹羽高3

17 9:08 宮橋 祐匠 星城高2 森 孝信 東海高1 梶 優雅 愛工大名電高2 後藤 周完 栄徳高3

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

18 7:00 〇今枝 潮音 中京大中京高3 〇木下 遥 中部大第一高2 〇河野 友愛 春日丘高2 〇幸田 彩里 名古屋西陵高2

19 7:08 〇山宮 遥花 栄徳高2 〇鈴木 沙也佳 星城高1 〇森田 早紀 椙山女高1 〇川口 真奈 誉高3

20 7:16 〇伊佐治 瑚乃 愛知啓成高2 〇梅田 千暖 中部大第一高1 〇河野 伶奈 市邨高2 〇林 奈那 春日丘高3

21 7:24 〇遠藤 夢里 中部大第一高2 〇長谷川 友菜 春日丘高2 〇柴田 実優 星城高2 〇喜納 美咲 名古屋明豊中3

22 7:32 〇吉田 汐織 愛知啓成高3 〇横井 もも 栄徳高3 〇安達 有那 愛工大名電高2 〇中間 千尋 中部大第一高2

23 7:40 〇馬原 あさひ 春日丘高3 〇兼松 亜衣 誉高3 〇渡邉 小晴 中京大中京高3 〇小林 愛花 椙山女高3

24 7:48 〇平林 萌日 星城高1 〇吉水 里帆 中部大第一高3 〇渡邊 光 岡崎城西高2 〇栗田 真衣 中京大中京高2

25 7:56 〇田中 祐衣 岡崎城西高2 〇酒井 優菜 木曽川高3 〇浅井 美里 栄徳高3 〇高橋 好未 愛知啓成高2

26 8:04 〇久保田 遥菜 春日丘高2 〇青山 ことね 聖霊高1 〇生駒 莉彩 中部大第一高2 〇築山 莉奈 星城高2

27 8:12 〇小島 彩夏 中部大第一高3 〇岡田 梨沙 栄徳高3 〇坂本 悠 春日丘高3 〇隅原 実優 愛知啓成高3

28 8:20 〇富 愛琳 誉高2 〇神谷 奈恵 星城高3 〇市原 愛心 豊橋中央高2 〇及川 莉瑚 中部大第一高3

29 8:28 前田 陸人 星城高2 中島 桐生 栄徳高1 防村 悠斗 岡崎城西高2 村上 遼 愛工大名電高3

30 8:36 杉山 大将 愛知啓成高2 臼井 優人 名古屋高2 菅原 知勝 星城高3 堀尾 空生 緑高校3

31 8:44 足立 一樹 栄徳高3 山崎 雅史 愛工大名電高3 穂積 汰宥 東海高1 石崎 隼大 星城高2

32 8:52 兼松 泰良 豊丘高3 中川 拓海 星城高3 宇佐美 友亮 中部大第一高1 山田 翔央 栄徳高3

33 9:00 水谷 拓真 星城高1 村瀬 颯太 愛工大名電高3 祖父江 凌 春日丘高1 須藤 大和 岡崎城西高2

34 9:08 小原 伽月 東海高1 岩崎 圭吾 栄徳高2 池光 航 星城高1 中村 翼沙 愛工大名電高2

35 9:16 村松 陸斗 星城高2 林 凜太朗 名古屋高1 齊藤 匡希 愛工大名電高2 鈴木 滉世 栄徳高3

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１５歳～１７歳の部
３．本競技の男子１５歳～１７歳の部　　本戦出場資格者は　３２名
　　本競技の女子１５歳～１７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はの場合は、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

