
中部ゴルフ連盟

参加者人数：91名　 ▲印　男子１５歳～１７歳の部　２８名

■印　男子１２歳～１４歳の部　１４名

△印　女子１５歳～１７歳の部　　７名

□印　女子１２歳～１４歳の部　１８名

●印　小学生男子の部　　　　　１３名

○印　小学生女子の部　　　　　１１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 ▲金川 雄斗 津田学園高2 ▲筒井 大暉 久居高2 ▲市川 諒 三重高2 ▲芦川 稜平 桜丘高（三重）1

2 8:08 ▲髙橋 太陽 津田学園高2 ▲木原 迅月希 いなべ総合高3 ▲山崎 滉仁 三重稲生高2 ▲藤田 航輝 桜丘高（三重）1

3 8:16 ▲片山 剛 四日市工高2 ▲岡本 智 津田学園高3 ▲下地 翔輝 三重高1 ▲寺本 好志 伊賀白鳳高2

4 8:24 ▲阪口 亮太 伊賀白鳳高3 ▲安田 大騎 津田学園高3 ▲小柳 右吏 青山高（三重）2 ▲信夫 想太 桜丘高（三重）2

5 8:32 ▲荒木 義和 津田学園高3 ▲西 泰樹 いなべ総合高1 ▲松井 周一郎 桜丘高（三重）2 ▲伊藤 宝 鈴鹿高2

6 8:40 ▲山中 頌 いなべ総合高3 ▲西山 光 三重高1 ▲杉山 竜大 津田学園高3 ▲神田 啓登 桜丘中（三重）1

7 8:48 ▲山田 倖太郎 いなべ総合高3 ▲長岡 航平 三重神戸高2 ▲太田 凪津 三重高2 ▲鹿島 要 暁高1

8 8:56 ■山田 蒼士郎 桑名成徳中3 ■山川 斗夢 津久居西中2 ■森 虹陽 千代崎中2

9 9:04 ■石垣 敢大 鈴鹿白子中3 ■市川 輝 津南が丘中2 ■眞野 翔希 津田学園中3

10 9:12 ■永守 豪人 名張桔梗が丘中3 ■石垣 珠侑 鈴鹿白子中2 ■児玉 悠悟 鈴鹿白鳥中3 ■水谷 響 四日市山手中2

11 9:20 ■牧野 祥大 員　弁　中3 ■関本 琉志 三重大附中2 ■川原 朔太郎 鳥羽加茂中2 ■上山 稜太 津久居中2

12 9:28 △東 璃胡 四日市農芸高3 △仲野 綺良々 津田学園高1 △長谷川 佳世 いなべ総合高3

13 9:36 △長田 莉子 三重高1 △渡邊 美穂 鈴鹿高3 △伊藤 花 津田学園高2 △石野 未来 志摩高1

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

14 8:00 □卯月 愛湖 東員第二中2 □浜辺 華鈴 津田学園中3 □伊藤 瑚雪 四日市山手中3

15 8:08 □藤原 煌 松阪三雲中2 □種村 海琴 員　弁　中3 □柳瀬 妃七子 メリノール学院中1 □亀井 さくら メリノール学院中2

16 8:16 □吉川 美優 津南が丘中3 □関 天真 鈴鹿白子中3 □近俊 あすみ 鈴鹿神戸中1 □井上 ひなた メリノール学院中1

17 8:24 □池ヶ谷 瑠菜 四日市富洲原中3 □打田 妃菜 鈴鹿平田野中3 □山本 瑠奈 桑名光陵中2 □筒井 麻衣 津一志中1

18 8:32 □別所 あにか 津橋南中3 □稲葉 千乃 東員第二中2 □荒木 美咲 津久居西中1 □石橋 希望 伊勢御薗中3

19 8:40 ●北浦 大暉 菰野小5 ●家崎 日向 津藤水小6 ●太田 竜誠 四日市常磐西小5

20 8:48 ●石垣 龍之介 鈴鹿桜島小5 ●吉川 奏風 名張すずらん台小5 ●宮崎 吏功 津田学園小6

21 8:56 ●藤原 遼生 松阪小野江小6 ●川嵜 晃生 ろう学校5 ●馬庭 隼人 暁小4

22 9:04 ●橋本 拓英 津南が丘小6 ●田中 彪輝 津誠之小4 ●前田 悠翔 桑名日進小5 ●小林 海斗 桑名深谷小6

23 9:12 ◯吉川 凛 津南が丘小5 ◯井上 こはる 三重大附小6 ◯信藤 希 千里ヶ丘小4

24 9:20 ◯久保 美紗貴 三重大附小6 ◯江坂 実桜 一身田小4 ◯樋口 心彩 稲生小6 ◯吉村 花菜 津藤水小5

25 9:28 ◯久保 美友貴 三重大附小6 ◯井上 姫花 四日市常磐西小5 ◯林 美凪 鈴鹿鈴西小6 ◯木場 冴乃 井田川小5

備考

平成30年度（第44回）中部ジュニアゴルフ選手権競技　三重地区予選

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３０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　９名
　　本競技の男子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　５名
　　本競技の女子１５歳～１７歳の部　　本戦出場資格者は　２名
　　本競技の女子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　６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　５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、伊勢中川カントリークラブ（０５９-２９３-１５８５）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．伊勢中川カントリークラブ

平成30年度（第12回）中部小学生ゴルフ大会　三重地区予選


	成績無

