
１番スタート（男子の部）

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 伴 俊希 中部学院大4 梅田 恭生 福井工大2 浅賀 勇人 愛知学院大2

2 7:39 成田 風生 中部学院大3 西岡 誠矢 愛知学院大2 松下 有希 金沢学院大4

3 7:48 糟谷 侑真 愛知学院大4 林 凜太朗 中京大1 光部 集 愛工大4 茂木 泰成 中部学院大1

4 7:57 稲熊 隆哉 四日市大4 木本 大志 中部学院大3 髙宮 千聖 福井工大1 栗谷 富有雅 名古屋大2

5 8:06 久木 匠登 中京大1 宇佐美 友亮 愛知大1 水田 竜昇 中部学院大4 金原 慶宗 南山大3

6 8:15 三浦 雅義 中部学院大3 乾 滉平 中京大2 本林 伸之介 愛知学院大4 片岡 幸大 金沢学院大1

7 8:24 山田 翔央 愛知学院大3 大川 宙 中部学院大4 足立 一樹 愛工大3 長岡 航平 中京大2

8 8:33 上平 悠馬 名工大1 古橋 旺慶丸 中京大1 後藤 輝 中部学院大1 福元 弘之 中部大3

9 8:42 堀田 雅風 中部学院大2 吉川 巧真 愛知大3 平野 雄也 愛知学院大4 清水 大翔 中部学院大1

10 8:51 武田 純輝 南山大4 荒木 義和 福井工大3 阪口 亮太 中部学院大3 愛知 皓太郎 愛知学院大1

11 9:00 鈴木 雄貴 愛工大1 平井 大雅 中部学院大1 清水 康宏 愛知学院大4 京山 秀人 名商大2

12 9:09 今尾 暢介 中部学院大4 堀尾 空生 中京大3 青木 悠喜 福井工大1 金川 雄斗 愛知学院大2

13 9:18 水谷 拓慎 愛知学院大1 橋本 拓真 中部学院大2 一江 優希 愛知大3 宇佐見 涼 中京大3

14 9:27 藤田 輝人 中部学院大3 糟谷 仁希 愛知学院大1 村瀬 豪晟 中部学院大4 鈴木 涼馬 名商大1

15 9:36 荒武 円晴 中部学院大2 土肥 龍星 金沢学院大3 安東 秀太 愛知学院大3 棚町 駿 中部学院大4

16 9:45 西岡 晃希 愛工大4 村瀬 颯太 愛知学院大3 黒田 智之 中京大2 笠原 瑛 中部学院大2

１０番スタート（女子の部）

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 生駒 莉彩 中部学院大2 服部 仁美 福井工大1 円角 育未 中部学院大4

18 7:39 山本 真生 愛知大4 米澤 弥夏 中部学院大1 青井 麻瑚 中部学院大4

19 7:48 上田 莉奈 皇學館大1 川口 莉歩 愛知学院大4 由元 結菜 中部学院大1 酒井 優菜 中京大3

20 7:57 川端 涼香 福井工大1 稲垣 美佑 中部学院大3 木下 遥 愛知大2 荒川 怜郁 中部学院大2

21 8:06 浅野 水咲 中部学院大2 岡田 梨沙 中京大3 森田 早紀 椙山女学園大1 林 伶夏 愛知大1

22 8:15 槇平 捺美 愛知学院大2 寺本 遥奈 中部学院大2 中村 好花 福井工大1 伊佐治 瑚乃 中部学院大2

23 8:24 酒井 杏奈 中部学院大1 河野 友愛 愛知大2 小島 彩夏 中部学院大3 鈴木 沙也佳 中京大1

１０番スタート（男子の部）

24 8:33 加藤 遼也 中京大1 建守 千都 福井工大2 青木 壱成 愛知学院大3 兼松 晃良 愛知大3

25 8:42 林 大貴 愛工大4 祖父江 凌 中部大1 三宅 勇輝 中京大1 竹野入 光希 中部学院大3

26 8:51 青山 晃大 中京大4 冨田 幸暉 中部学院大3 松居 大五 金沢学院大2 近藤 信 愛工大1

27 9:00 加藤 竜輔 愛知学院大3 清田 雄大 福井工大4 服部 雅也 中部学院大3 後藤 大輝 中京大2

28 9:09 伊与 翼 福井工大2 岩崎 裕斗 中京大2 周防 優太朗 愛知学院大2 長谷川 貴優 中部学院大2

29 9:18 菱田 健斗 中京大2 増田 雄飛 中部学院大4 中嶋 太造 福井工大1 中村 祐太 愛知学院大1

30 9:27 村松 陸斗 愛知学院大2 日比野 光洋 愛知大2 福原 大輔 中京大4 大塩 暁斗 中部学院大1

31 9:36 東出 大雅 中京大2 伊奈 諒哉 愛工大4 河邊 匠 中部学院大1 石崎 隼大 愛知学院大2

備考

2021年度（第50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5日 （木）

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（2022年）中部オープンゴルフ選手権競技に出場できる。
３．本競技において男子上位１２名、女子上位６名は、男子は８月２４日（火）～２７日（金）、女子は８月２５日（水）～２７日（金）に、
　　愛知県の愛知カンツリー俱楽部で開催の日本学生ゴルフ選手権競技に出場できる。
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、男子は黒マーク、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『欠場届』を中部ゴルフ連盟（FAX 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、鈴鹿カンツリークラブ（TEL ０５９－２６５－３３１１）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．鈴鹿カンツリークラブ(中コース)参加者人数：120名（男子 ９４名、女子 ２６名）

中部ゴルフ連盟


	成績無

