
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 河北 拓真 豊橋市立東陵中1 児玉 敦基 名電中2 申 東宙 桜丘中（愛知）3

2 7:09 粂内 快斗 名古屋市立御幸山中2 森部 起基 名古屋萩山中2 濵口 紘 長久手市立北中1

3 7:18 森 春喜 名古屋市立宝神中2 西端 真之 名古屋中3 渡辺 匠 豊橋市立南部中3 細川 泰志 名経大市邨中2

4 7:27 山内 雄惺 岡崎美川中1 中山 智晴 岡崎市立城北中2 木村 元 東海中2 上田 涼真 一宮市立木曽川中2

5 7:36 大川 夏瑞 南山高・中 男子部3 松山 茉生 名古屋市立守山北中2 石田 剛士 北名古屋師勝中1 水野 寧逢 名経大市邨中2

6 7:45 渡邉 渓司 東海中3 大橋 翔悟 名古屋市立植田中2 熊澤 渉真 豊田市立梅坪台中2 吉田 遼雅 名古屋市立猪子石中1

7 7:54 松岡 太陽 長久手市立南中1 吉田 翔哉 知多市立中部中3 井村 栄斗 豊田市立浄水中3 濱口 潤 長久手市立北中2

8 8:03 萬 航太 名古屋中3 永井 淳成 東海中3 大福 悠真 日進市立日進中1 梅田 琉偉 愛教大附名古屋中2

9 8:12 松本 剛武 大治町立大治中3 里 城之介 小牧市立桃陵中3 グレイ 泰良 小牧市立味岡中2 向井 龍真 豊田市立逢妻中1

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

10 7:00 鈴木 友渚 豊橋羽田中1 丸山 夏蓮 蒲郡市立西浦中2 土屋 姫心 小牧市立応時中2 小宮 千愛 聖霊中3

11 7:09 新井 苺 春日井市立西部中3 堀江 あゆむ 東郷中1 元野 眞緒 名古屋市立大高中3 中山 凜花 名古屋市立守山北中2

12 7:18 工藤 百華 名古屋市立富田中3 内田 心菜 岡崎市立東海中2 金谷 希優 聖霊中2 生駒 留菜 名古屋御田中1

13 7:27 山村 真央 岡崎市立竜海中2 寺田 心美 春日井市立知多中3 池上 桃子 大治町立大治中2 與那城 萌花 豊橋青陵中1

14 7:36 井澤 優 碧南市立中央中2 原田 彩希 刈谷市立富士松中3 上野 日茉莉 豊山町立豊山中2 岩崎 茜音 聖霊中3

15 7:45 水田 結依 小牧市立北里中3 伊藤 せあら 聖霊中2 松山 莉子 名古屋市立守山北中1 高橋 なな美 椙山女学園中3

16 7:54 岡本 嵩矢 みよし市立三好丘中1 矢部 銀士 豊川市立西部中3 森本 来生 名電中1 木下 悠河 新城市立新城中2

17 8:03 猪腰 和翔 安城市立桜井中2 加藤 千裕 名古屋中3 藤岡 映人 東海中3 申 英栽 桜丘中（愛知）1

18 8:12 辻村 和輝 豊川市立西部中2 蟹江 俊翔 名古屋市立本城中3 片野 隼輔 名古屋市立左京山中3 平光 崇獅 東海加木屋中2

備考

2022年度（第47回）中部ジュニアゴルフ選手権競技　愛知地区予選　男女１２歳～１４歳の部

組み合わせ並びにスタート時刻表

7月21日 （木）

１．午前５時３０分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　２０名
　　本競技の女子１５歳～１７歳の部　　本戦出場資格者は　１１名
　　本競技の男子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　１５名
　　本競技の女子１２歳～１４歳の部　　本戦出場資格者は　　８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、春日井カントリークラブ（TEL ０５６８-８８-０５５５）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。

１０番スタート 中学男子（１２歳～１４歳の部）

１番スタート 中学男子（１２歳～１４歳の部）

１０番スタート 中学女子（１２歳～１４歳の部）

参加者人数：７０名（男子４６名：女子２４名） 於．春日井カントリークラブ(東コース)

中部ゴルフ連盟


	成績無

