
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 石原 千嘉史 中部学院大4 安東 秀太 愛知学院大4 荒木 義和 福井工大4

2 7:39 鈴木 雄貴 愛工大2 笠原 慶太 中部学院大1 久木 匠登 中京大2

3 7:48 永田 丞 中部学院大1 一江 優希 愛知大4 小玉 友稀 愛知学院大2

4 7:57 吉川 巧真 愛知大4 阿部 謙成 愛知学院大1 近藤 信 愛工大2 藤本 竜之進 中部学院大1

5 8:06 石垣 敢大 中京大1 足立 一樹 愛工大4 服部 雅也 中部学院大4 坂崎 怜央 愛知大3

6 8:15 後藤 輝 中部学院大2 加藤 將 福井工大1 水谷 拓慎 愛知学院大2 田邊 甲士郎 中部学院大1

7 8:24 村瀬 颯太 愛知学院大4 清水 大翔 中部学院大2 岩崎 裕斗 中京大3 河野 涼介 日本福祉大1

8 8:33 荒川 幸大 愛工大1 三宅 勇輝 中京大2 高宮 千聖 福井工大2 下田 航大 中部学院大1

9 8:42 東出 大雅 中京大3 竹野入 光希 中部学院大4 土肥 龍星 金沢学院大4 石崎 隼大 愛知学院大3

10 8:51 成田 風生 中部学院大4 松岡 龍希 中京大1 堀田 雅風 中部学院大3 曽山 正太郎 福井工大1

11 9:00 金川 雄斗 愛知学院大3 中嶋 太造 福井工大2 長岡 航平 中京大3 坂口 諒馬 中部学院大1

12 9:09 藤嶋 幸太郎 愛知大1 松居 大五 金沢学院大3 木本 大志 中部学院大4 中野 元翔 愛工大1

13 9:18 福元 弘之 中部大4 河邉 匠 中部学院大2 山田 翔央 愛知学院大4 林 凜太朗 中京大2

14 9:27 上平 悠馬 名工大2 堀尾 空生 中京大4 橋本 拓真 中部学院大3 京山 秀人 名商大2

15 9:36 三浦 雅義 中部学院大4 長江 聡太朗 愛知学院大1 中川 万龍 中京大1 中島 桐生 愛工大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

16 7:30 川端 涼香 福井工大2 池戸 梨緒 中部学院大1 木下 遥 愛知大3

17 7:39 住谷 唯 愛知学院大1 山宮 遥花 中京大1 小島 彩夏 中部学院大4

18 7:48 中村 好花 福井工大2 伊佐治 瑚乃 中部学院大3 田中 こころ 岐阜聖徳大1

19 7:57 寺本 遥奈 中部学院大3 服部 仁美 福井工大2 打田 妃菜 中京大1 鈴木 空 名城大1

20 8:06 山下 柚葉 日本福祉大1 槇平 捺美 愛知学院大3 生駒 莉彩 中部学院大3 杉浦 愛梨 中京大1

21 8:15 河野 友愛 愛知大3 米澤 弥夏 中部学院大2 酒井 優菜 中京大4 阿曽 帆夏 福井工大1

22 8:24 鈴木 沙也佳 中京大2 森田 早紀 椙山女学園大2 林 伶夏 愛知大2 栗原 幸 中部学院大1

23 8:33 荒川 怜郁 中部学院大3 青山 緑 愛知大1 酒井 杏奈 中部学院大2 杉戸 こころ 愛知学院大1

24 8:42 古橋 旺慶丸 中京大2 山田 蒼士郎 中部学院大1 柴田 陽凪 愛工大2 兒玉 悠悟 愛知大1

25 8:51 浅賀 勇人 愛知学院大3 宇佐美 友亮 愛知大2 乾 滉平 中京大3 長谷川 貴優 中部学院大3

26 9:00 吉村 勇人 中部学院大1 西岡 誠也 愛知学院大3 松岡 翔眞 福井工大1 菱田 健斗 中京大3

27 9:09 青木 悠喜 福井工大2 荒武 円晴 中部学院大3 片岡 幸大 金沢学院大2 平澤 海翔 愛知学院大1

28 9:18 村松 陸斗 愛知学院大3 加藤 大智 岐阜大1 兼松 晃良 愛知大4 笠原 瑛 中部学院大3

29 9:27 平井 大雅 中部学院大2 伊与 翼 福井工大3 柴崎 和弥 愛知学院大1 宇佐見 涼 中京大4

30 9:36 糟谷 仁希 愛知学院大2 黒田 智之 中京大3 近藤 港 中部学院大1 金原 慶宗 南山大4

31 9:45 加藤 遼也 中京大2 白井 瑛 中部学院大1 建守 千都 福井工大3 日比野 光洋 愛知大3

備考

2022年度（第51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9日 （火）

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（2023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１１名、女子上位５名は、男子は８月２３日（火）～２６日（金）、女子は８月２４日（水）～２７日（金）に、
　　千葉県のカレドニアン・ゴルフクラブ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、男子は青のコンペマーク、女子は赤のコンペマークを使用する。
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、パインズゴルフクラブ（TEL ０５６５－６５－３６６１）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．パインズゴルフクラブ参加者人数：118名（男子 89名　女子 29名）

１０番スタート（男子の部）

中部ゴルフ連盟


	成績無

