
中部ゴルフ連盟

参加者人数：113名　 ▲印　男子１５歳～１７歳の部　３６名

■印　男子１２歳～１４歳の部　２０名

△印　女子１５歳～１７歳の部　１８名

□印　女子１２歳～１４歳の部　１４名

●印　小学生男子の部　　　　　１３名

○印　小学生女子の部　　　　　１２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 8:00 ■乙部 竜翔 各務原桜丘中1 ■相原 悠人 本巣真正中3 ■梅田 哲聖 麗澤瑞浪中2 ■柴崎 和弥 岐阜岩野田中3

2 8:08 ■川井 陽太 麗澤瑞浪中2 ■大津 公十 恵那西中2 ■各務 豪紀 美濃加茂中3 ■杉山 誉 麗澤瑞浪中3

3 8:16 ■中川 瑛太 大野中1 ■藤嶋 幸太郎 多治見小泉中3 ■岩槻 竜ノ介 麗澤瑞浪中2 ■今江 健太 美濃加茂西中2

4 8:24 ■坂口 諒馬 岐阜陽南中3 ■林 昇汰 本巣真正中3 ■飯田 朝陽 各務原蘇原中2 ■箕輪 拓朗 麗澤瑞浪中3

5 8:32 ■松岡 龍希 大垣北中3 ■永田 丞 東白川中3 ■星山 訓輝 麗澤瑞浪中3 ■加藤 享典 東中2

6 8:40 ▲山田 大介 帝京大可児高2 ▲羽柴 匠 麗澤瑞浪高2 ▲石原 千嘉史 美濃加茂高3 ▲松本 悠汰 麗澤瑞浪高2

7 8:48 ▲渡邉 圭一郎 帝京大可児高3 ▲柘植 翔太 美濃加茂高2 ▲加藤 傑人 麗澤瑞浪高2 ▲吉 恒紀 山県高1

8 8:56 ▲平野 敬大 帝京大可児高2 ▲三浦 雅義 美濃加茂高3 ▲北村 智也 麗澤瑞浪高2 ▲渡邉 泰生 美濃加茂高3

9 9:04 ▲黒田 智之 美濃加茂高2 ▲足立 遥登 麗澤瑞浪高2 ▲小澤 一元 岐阜城北高2 ▲亀井 風雅 帝京大可児高2

10 9:12 ▲竹中 捷人 岐阜聖徳学園高1 ▲周防 優太朗 帝京大可児高2 ▲茂木 泰成 美濃加茂高1 ▲北田 瑞希 麗澤瑞浪高1

11 9:20 ▲長谷川 貴優 各務原高2 ▲小野 瑠綺也 麗澤瑞浪高2 ▲石原 大暉 美濃加茂高3 ▲松田 教佑 帝京大可児高2

12 9:28 ▲伊藤 悠真 岐阜聖徳学園高1 ▲日比野 光洋 帝京大可児高2 ▲板橋 昴生 美濃加茂高1 ▲門谷 大雅 麗澤瑞浪高1

13 9:36 ▲橋本 拓真 岐阜聖徳学園高2 ▲堀田 雅風 美濃加茂高2 ▲今江 勘太郎 帝京大可児高1 ▲駒田 優樹 麗澤瑞浪高3

14 9:44 ▲岩井 悠真 帝京大可児高1 ▲古市 将都 岐阜聖徳学園高3 ▲若尾 翼 美濃加茂高1 ▲森田 泰知 麗澤瑞浪高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

15 8:00 ●塚田 大雅 土岐土岐津小5 ●水谷 海琉 旭小5 ●今江 太一 美濃加茂太田小5

16 8:08 ●中川 陽向 大野小4 ●林 亮摩 岐阜長良東小5 ●小栗 光馬 瑞浪明世小5

17 8:16 ●長屋 琉斗 岐阜藍川小6 ●安藤 隆洸 本巣真桑小6 ●藤嶋 涼太 池田小6

18 8:24 ●伊藤 奨真 岐阜島小6 ●岩井 聡季 八百津小6 ●加野 大葵 大野小6 ●加藤 健正 岐阜方県小6

19 8:32 ◯日比野 邑香 可児旭小6 ◯伊藤 舞良 岐阜鶉小6 ◯林 杏奈 大野北小6 ◯松浦 由奈 多治見脇之島小5

20 8:40 ◯清水 遼奈 岐阜厚見小6 ◯松岡 杏樹 池田八幡小6 ◯柏本 朱心 瑞穂生津小5 ◯デンス ちなさ 岐阜大学附属小4

21 8:48 ◯神谷 ひな 土岐土岐津小5 ◯田中 よつば 市橋小5 ◯西村 雛 大垣東小4 ◯岡嵜 マイヤ 岐阜加納西小5

22 8:56 □酒井 夏鈴 富加双葉中2 □神谷 もも 土岐津中1 □小栗 安里加 瑞浪瑞陵中2

23 9:04 □池戸 梨緒 岐阜厚見中3 □梅田 彩里 帝京大可児中1 □山田 理子 関小金田中3

24 9:12 □神谷 そら 土岐津中3 □中島 七海 帝京大可児中1 □安藤 紗愛香 本巣真正中2 □櫻井 彩華 多治見中2

25 9:20 □田中 こころ 岐阜精華中3 □小栗 有友奈 瑞浪瑞陵中1 □尾野 愛実 岐阜藍川東中2 □足立 薫乃 麗澤瑞浪中2

26 9:28 △林 伶夏 岐阜商業高1 △金子 真果 美濃加茂高1 △田中 藍 岐阜聖徳学園高3

27 9:36 △小出 美雨 帝京大可児高3 △岡崎 亜優 岐阜聖徳学園高3 △槇平 捺美 岐阜城北高2

28 9:44 △長谷川 せら 各務原高1 △鵜飼 麻央 帝京大可児高2 △酒井 杏奈 美濃加茂高1 △浅野 水咲 岐阜聖徳学園高2

29 9:52 △今野 真希 麗澤瑞浪高3 △近藤 莉子 岐阜聖徳学園高3 △槇平 仁美 岐阜城北高2 △菊池 理子 中京学院大中京高3

30 10:00 △梅田 唯花 帝京大可児高2 △古川 莉月愛 岐阜聖徳学園高3 △道脇 美優 中京学院大中京高2 △熊崎 梨紗 美濃加茂高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　岐阜地区予選

組み合わせ並びにスタート時刻表

１．午前６時３０分より受付を開始する。午前７時２０分より開会式を行う。
２．▲印は男子１５歳～１７歳の部、■印は男子１２歳～１４歳の部、△印は女子１５歳～１７歳の部、□印は女子１２歳～１４歳の部、●印は小学生男子、○印は小学生女子を示す。
３．本競技の男子１５歳～１７歳の部　　本戦出場資格者は　１２名
　　本競技の男子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　　７名
　　本競技の女子１５歳～１７歳の部　　本戦出場資格者は　　６名
　　本競技の女子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　　５名
　　本競技の男子小学校４年生～６年生の部　　本戦出場資格者は　６位
　　本競技の女子小学校４年生～６年生の部　　本戦出場資格者は　６位
　　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。
　　中部小学生大会予選はタイスコアを含む。中部小学生大会予選は、特別推薦として８５ストロークまでは本戦出場を認める。
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、岐阜関カントリー倶楽部（０５７５-２２-２４２４）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。

7月23日 （月） 於．岐阜関カントリー倶楽部(西コース)

平成30年度（第12回）中部小学生ゴルフ大会　岐阜地区予選


	成績無

