
参加者人数：104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 7:30 森田 早紀 レイクグリーンGC 山際 はるか JGAジュニア 岡嵜 マイヤ 岐阜国際CC 入谷 響 JGAジュニア

2 7:40 竹内 ゆい JGAジュニア 江坂 実桜 養老CC 井上 姫花 JGAジュニア 小島 彩夏 中部学連

3 7:50 田中 こころ 岐阜北CC 酒井 夏鈴 明智GC 田口 桜子 岐阜国際CC 金谷 希優 JGAジュニア

4 8:00 橋口 心海 いわむらCC 村中 良蘭 JGAジュニア 鈴木 智子 岐阜関CC 川端 涼香 金沢CC

5 8:10 荒川 怜郁 中部学連 栗原 悦子 EGC伊勢大鷲 酒井 杏奈 明智GC 久保 美友貴 JGAジュニア

6 8:20 稲垣 千夏 JGAジュニア 佐相 ことみ 岐阜国際CC 下田 沙幸 瑞浪高原GC 中村 好花 芦原GC

7 8:30 清水 遼奈 各務原CC 三浦 悠雅 グリーンヒル瑞浪GC 卯月 愛湖 JGAジュニア 木村 葉月 愛知県ゴルフ連盟

8 8:40 中山 凜花 岐阜国際CC 吉川 凛 JGAジュニア 梅田 彩里 ぎふ美濃GC 池戸 梨緒 中部学連

9 8:50 新井 苺 JGAジュニア 酒井 優菜 TOSHIN Central 川合 玲那 加茂GC 神谷 もも 明世CC

10 9:00 能美 りのん 那谷寺CC 小宮 千愛 明智GC 蟹江 美羽 JGAジュニア 伊藤 柚葵 岐阜国際CC

11 9:10 上田 莉奈 中部学連 杉浦 愛梨 JGAジュニア 服部 仁美 葵CC 鈴木 らら JGAジュニア

12 9:20 丸山 夏蓮 JGAジュニア 神谷 そら 明世CC 筑紫 美琶 JGAジュニア 円角 育未 金沢CC

13 9:30 阿曽 帆夏 芦原GC 東 凛夏 JGAジュニア 冨田 由香里 フォーレスト福井GC 三輪 紅音 JGAジュニア

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 7:30 松浦 由奈 JGAジュニア 伊佐治 瑚乃 中仙道GC 信藤 希 JGAジュニア 生駒 莉彩 中部学連

15 7:40 長谷川 せら グリーンヒル関GC 永田 愛梨 名阪チサンCC 川端 雪菜 金沢CC 青山 緑 JGAジュニア

16 7:50 林 美凪 JGAジュニア 松岡 杏樹 岐阜国際CC 岡田 梨沙 中部学連 吉水 里帆 明世CC

17 8:00 鈴木 空 平尾CC 橋口 仁海 いわむらCC 亀井 さくら JGAジュニア 田中 よつば 岐阜北CC

18 8:10 西村 雛 岐阜国際CC 工藤 百華 JGAジュニア 神谷 ひな 明世CC 稲葉 千乃 JGAジュニア

19 8:20 山﨑 愛結 JGAジュニア 打田 妃菜 中部学連 髙木 美佑 グリーンヒル瑞浪GC 林 希莉奈 いわむらCC

20 8:30 臼井 華帆 いわむらCC 金谷 一希 JGAジュニア 田中 珠蘭 明智GC 西山 知里 名阪チサンCC

21 8:40 松田 雫 岐阜国際CC 林 香里菜 ぎふ美濃GC 岩尾 明子 フォーレスト福井GC 清本 美波 JGAジュニア

22 8:50 山村 真央 JGAジュニア 木ノ下 美宇 JGAジュニア 生駒 留菜 養老CC 勝見 莉衣 金沢CC

23 9:00 稲垣 美佑 四日市の里GC 中田 彩夏 JGAジュニア 久保 美紗貴 JGAジュニア 藤井 美羽 岐阜国際CC

24 9:10 茗荷谷 かのん 白山CC 小宮 千鶴 明智GC 山本 瑠奈 JGAジュニア 米澤 弥夏 中部学連

25 9:20 髙橋 芽依 JGAジュニア 水田 結依 いわむらCC 日比野 邑香 岐阜国際CC 伊藤 せあら 東名古屋CC

26 9:30 池ヶ谷 瑠菜 涼仙GC 竹内 麗花 芦原GC 清水 美櫻里 JGAジュニア 木下 遥 中仙道GC

備考

2022年度（第51回）中部女子アマチュアゴルフ選手権　競技　

組み合わせ並びにスタート時刻表

5月18日 （水）

1.３６ホールを終わり上位８０位タイまでの者が第３ラウンドに進出する。
2.本競技の上位１３名は、６月１４日（火）～１７日（金）に岐阜県の岐阜関カントリー俱楽部 東コースで開催される、日本女子アマチュアゴルフ選手権競技に出場できる。
　選出に当たり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、マッチングスコアカード→くじ引きの順に決定する。ナショナルチームメンバーが割当数に入った場合、辞退者が出た際は次位の者を繰り上
げる。（シード選手は別枠としない）。
3.欠場者が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。
4.病気、事故等のため参加を取り止める場合は、必ず事前に所属倶楽部を通じて、「欠場届」を中部ゴルフ連盟（０５２－５６１－７９７２）へＦＡＸすること。
　なお、競技前日および当日の場合は、芦原ゴルフクラブ（ＴＥＬ ０７７６－７９－１１１１）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．芦原ゴルフクラブ(海コース)

中部ゴルフ連盟


