
参加者人数： 男子１５～１７歳の部　５９名

女子１５～１７歳の部　４０名

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 内藤 良介 中部大第一高3 松田 優来 名古屋高2 荒川 幸大 栄徳高3

2 7:39 中野 元翔 愛工大名電高3 横山 璃周 東海学園高2 中村 元達 岡崎城西高2 初 漢輝 名古屋高1

3 7:48 伊藤 元希 栄徳高3 澤田 幸典 中京大中京高1 高橋 幸久 中部大第一高3 谷奥 嵐羽 東海学園高1

4 7:57 岡田 俊平 東海学園高3 峯田 唯聖 名古屋高2 大海 諒介 愛工大名電高1 城殿 大和 愛知高3

5 8:06 下田 航大 ルネサンス豊田高3 田口 鼓太郎 東海高1 永田 航平 星城高2 辻 圭達 名古屋高2

6 8:15 山田 倖生 名古屋高2 山口 大騎 中部大第一高1 藤本 竜之進 岡崎城西高3 平松 大和 東海高1

7 8:24 都筑 詠比登 日本福祉大学付属高3 福井 大貴 中部大第一高3 久保村 凌 栄徳高1 花村 幸太郎 名古屋高1

8 8:33 粂内 爽汰 愛知高2 長江 聡太朗 東邦高3 櫻井 成翔 ルネサンス豊田高3 可児 皓太郎 中部大第一高1

9 8:42 林 愛翔 岡崎城西高2 中野 空 中京大中京高2 河西 翔永 名古屋高2 小出 琢馬 愛工大名電高2

10 8:51 秋澤 海土 愛工大名電高1 高田 幸季 愛知高2 稲垣 早弥人 星城高2 藤井 雄大 東海高2

11 9:00 加藤 永都 中部大第一高1 牧野 悠士 名古屋高3 河田 圭介 栄徳高1 垣下 由気 愛知総合工科高2

12 9:09 坂口 諒馬 ルネサンス豊田高3 一江 真希 愛工大名電高2 谷口 陽清 中京大中京高3 河野 涼介 中部大第一高3

13 9:18 永井 雄太 名古屋国際高3 近藤 輝明 名古屋高1 北西 晃基 東海高2 大塚 悠生 星城高2

14 9:27 平澤 海翔 愛工大名電高3 梅田 昂暉 中部大第一高2 竹原 壮哉 名古屋高2 中川 海大 岡崎城西高1

15 9:36 林 賢二 名古屋高3 岩附 康平 東海高3 吉田 空雅 星城高2 野村 飛翔 愛工大名電高3

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

16 7:30 富 琉緒 誉高3 入谷 響 中京高1 山本 真吏奈 中部大春日丘高2 髙橋 芽依 中部大第一高1

17 7:39 宇佐美 優 中部大第一高2 荒川 美優希 栄徳高1 山田 花梨 岡崎城西高3 横山 朋香 中部大春日丘高3

18 7:48 長坂 怜奈 岡崎城西高3 鈴木 らら 聖霊高1 青山 緑 誉高3 小倉 真羽 栄徳高1

19 7:57 渡辺 都愛 東邦高1 清原 美悠 ルネサンス豊田高3 付 宏宇 中部大春日丘高2 山際 はるか 中部大第一高1

20 8:06 山本 ちなつ 中京大中京高3 青山 日向子 名古屋市立西陵高2 稲垣 千夏 中部大第一高1 杉戸 こころ 岡崎城西高3

21 8:15 木村 葉月 中部大第一高3 山下 柚葉 誉高3 中島 凛 星城高2 佐伯 実南 中部大春日丘高3

22 8:24 沢田 ももこ 栄徳高3 岩島 愛香 中部大春日丘高3 神谷 桃歌 聖霊高1 蟹江 美羽 中部大第一高2

23 8:33 若山 千鶴 中部大春日丘高3 浅井 彩帆 星城高3 佐竹 真緒 岡崎城西高1 太田 渚月 中京大中京高3

24 8:42 横山 栞子 ルネサンス豊田高3 池田 美彩樹 岡崎城西高1 鳥谷 綾音 中部大春日丘高3 山下 知佳 栄徳高3

25 8:51 石原 るる夏 聖霊高3 下田 沙幸 誉高1 坂井 遥咲 中部大第一高2 田村 優佳 中部大春日丘高3

備考

2021年度（第46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21日 （水）

１．午前６時より受付を開始する。本年度は開会式を行わない。
２．本競技の男子１５歳～１７歳の部　　本戦出場資格者は　１７名
　　本競技の女子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　１４名
　　本競技の女子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　１０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→くじ引きの順に決定する。欠場者が出ても、次位の者は繰り上げない。
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（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、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場（TEL 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。

１番スタート（男子１５歳～１７歳の部）

１０番スタート（女子１５歳～１７歳の部）

於．ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場(東コース)

中部ゴルフ連盟


