
参加者人数：121名 男子15歳～17歳の部　41名

女子15歳～17歳の部　33名

男子12歳～14歳の部　27名

女子12歳～14歳の部　20名
１番スタート（男子15歳～17歳の部）

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 7:00 湯原 光 名古屋市立西陵高3 益田 航 福井工大福井高2 上田 翔太 岐阜聖徳学園高1

2 7:09 兒玉 悠悟 津田学園高3 大塚 悠生 星城高2 坂口 諒馬 ルネサンス豊田高3

3 7:18 松井 諒哉 福井工大福井高2 山口 大騎 中部大第一高1 石垣 珠侑 四日市メリノール学院高2

4 7:27 永田 丞 美濃加茂高3 近藤 港 岐阜聖徳学園高3 光成 赳 小松大谷高2 山川 斗夢 福井工大福井高2

5 7:36 梅田 昂暉 中部大第一高2 工藤 僚 福井工大福井高2 花村 幸太郎 名古屋高1 平澤 海翔 愛工大名電高3

6 7:45 中川 海大 岡崎城西高1 田名田 嵩明 高岡第一高2 吉田 空雅 星城高2 村山 銀河 福井工大福井高3

7 7:54 林 晃誠 金沢学院大附高3 阿部 謙成 津田学園高3 下田 航大 ルネサンス豊田高3 中川 瑛太 岐阜聖徳学園高1

8 8:03 河野 涼介 中部大第一高3 松山 怜生 福井工大福井高1 稲垣 早弥人 星城高2 城殿 大和 愛知高3

9 8:12 林 賢二 名古屋高3 高橋 幸久 中部大第一高3 乙部 竜翔 岐阜聖徳学園高1 金本 大輝 金沢学院大附高2

10 8:21 永田 智之 福井工大福井高1 林 愛翔 岡崎城西高2 櫻井 成翔 ルネサンス豊田高3 新井 龍紀 中部大第一高2

11 8:30 松岡 龍希 岐阜聖徳学園高3 山田 倖生 名古屋高2 鳥居 大揮 福井工大福井高2 石垣 敢大 四日市メリノール学院高3

１番スタート（女子12歳～14歳の部）

12 8:39 竹内 ゆい 小牧市立小牧中3 工藤 百華 名古屋市立富田中2 信藤 希 津市立朝陽中1 木ノ下 美宇 名古屋国際学園3

13 8:48 清水 遼奈 岐阜市立厚見中3 江坂 実桜 津市立一身田中1 勝見 莉衣 金沢市立長田中3 日比野 邑香 帝京大可児中3

14 8:57 伊藤 せあら 聖霊中1 濱 愛里 富山市立堀川中1 井上 姫花 四日市メリノール学院中2 橋口 心海 名古屋市立鎌倉台中3

15 9:06 丸山 夏蓮 蒲郡市立西浦中1 松田 雫 蟹江町立蟹江中2 山﨑 愛結 東郷町立春木中3 吉川 凛 津市立南が丘中2

16 9:15 岡嵜 マイヤ 岐阜市立陽南中2 西村 雛 大垣市立東中1 田口 桜子 瀬戸市立品野中3 小宮 千愛 聖霊中2

１０番スタート（女子15歳～17歳の部）
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 7:00 佐相 ことみ 岐阜聖徳学園高1 清水 美櫻里 福井工大福井高2 山下 柚葉 誉高3

18 7:09 神谷 もも 麗澤瑞浪高1 蟹江 美羽 中部大第一高2 沢田 ももこ 栄徳高3

19 7:18 藤井 美羽 栄徳高2 鈴木 らら 聖霊高1 山田 理子 岐阜聖徳学園高3

20 7:27 村中 良蘭 富山県立富山いずみ高2 清本 美波 誉高1 池ヶ谷 瑠菜 津田学園高3 亀井 さくら 四日市メリノール学院高2

21 7:36 池戸 梨緒 岐阜聖徳学園高3 川端 雪菜 福井工大福井高2 小宮 千鶴 聖霊高1 茗荷谷 かのん 金沢学院大附高2

22 7:45 打田 妃菜 津田学園高3 神谷 桃歌 聖霊高1 中島 凛 星城高2 林 希莉奈 ルネサンス豊田高3

23 7:54 入谷 響 中京高1 田中 こころ 岐阜聖徳学園高3 山下 知佳 栄徳高3 杉浦 愛梨 福井工大福井高3

24 8:03 中田 彩夏 福井工大福井高2 神谷 そら 麗澤瑞浪高3 木村 葉月 中部大第一高3 下田 沙幸 誉高1

25 8:12 横山 栞子 ルネサンス豊田高3 青山 緑 誉高3 稲葉 千乃 津田学園高2 酒井 夏鈴 岐阜聖徳学園高2

１０番スタート（男子12歳～14歳の部）

26 8:21 水谷 海琉 可児市立中部中2 藤原 遼生 松阪市立三雲中3 髙木 暢仁 金沢市立緑中1

27 8:30 加野 大葵 大野町立大野中3 中村 慶 名古屋市立今池中3 上田 涼真 一宮市立木曽川中1 矢部 銀士 豊川市立西部中2

28 8:39 石垣 龍之介 鈴鹿市立白子中2 清本 貴秀 一宮市立南部中1 酒井 遼也 名古屋大森中3 長屋 琉斗 岐阜市立藍川北中3

29 8:48 渡辺 匠 豊橋市立南部中2 石川 大晴 星稜中3 辻村 和輝 豊川市立西部中1 井上 大樹 大野町立大野中2

30 8:57 白川 永吉 富山市立山室中2 梅田 琉偉 愛教大附名古屋中1 佐藤 一幸 金沢市立高岡中3 中山 智晴 岡崎市立城北中1

31 9:06 長屋 亮汰 大府市立大府北中3 北浦 大暉 菰野町立菰野中2 橋本 拓英 津市立南が丘中3 廣瀬 太一 みよし市立南中3

32 9:15 申 東宙 桜丘中（愛知）2 鳥居 洸太 豊川市立西部中3 森 春喜 名古屋市立宝神中1 林 謙吾 瀬戸市立南山中3

備考

2021年度（第46回）中部ジュニアゴルフ選手権競技
組み合わせ並びにスタート時刻表

7月27日 （火）

１．スタート時間の３０前までには駐車場に設置した受付にて手続きを済ませること。
２．病気、事故等のため参加を取り止めた場合は、必ず中部ゴルフ連盟（TEL ０５２ー５８６－１３４５）まで連絡すること。
　　なお、競技前日および当日の場合は、東名古屋カントリークラブ（TEL ０５６５ー４８ー１３３１）へ直接連絡すること。
　　無断欠場の場合は、来年度の本競技への出場を停止する。
３．本競技において男子１５歳～１７歳の部上位９名、女子１５歳～１７歳の部上位７名、男子１２歳～１４歳の部上位６名、女子１２歳～１４歳の部上位９名までの者は、
　　日本ジュニアゴルフ選手権競技 ８月１８日(水)～２０日(金)に（埼玉県・日高カントリークラブ(東・西コース)＝男子、東京ゴルフ倶楽部＝女子）出場できる。
　　タイが生じた場合は、最終ラウンドスコアにより決定する。最終ラウンドスコアもタイが生じた場合は、最終ラウンドスコアのマッチングスコアカード→くじ引きの順に決定する。

第1日

於．東名古屋カントリークラブ(西コース)

中部ゴルフ連盟


	成績無

