
ヤマハ　cup　第19回静岡県ジュニアゴルフ選手権2018

スタート 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名

1 1 7:30 伊東　流星 日大三島3 鈴木　佑生丸 浜松日体1 竹入　颯真 飛龍2

2 2 7:37 水野　斗綺 浜松日体1 田辺　虎 日大三島2 田中　洸輔 遠江総合2 木村　龍之介 静岡学園1

3 3 7:44 鈴木　琉矢 日大三島3 田村　紀雅 静岡北1 野沢　有希 日大三島1 平松　陸都 浜松日体2

4 4 7:51 寺島　諒 沼津東1 飯塚　健太朗 日大三島3 鈴木　孝弘 御殿場南1 岡部　祐太 静岡北3

5 5 7:58 星野　健斗 クラーク記念国際1 松原　巧弥 日大三島1 藤田　誓 星陵1 新垣　厚樹 浜松日体1

6 6 8:05 川島　大夢 浜松日体1 埋田　愛都 日本ウェルネス3 野田　太一 日大三島3 千羽　祐介 静清3

7 1 8:12 仲西　郷 浜松日体2 野寄　翼 御殿場原里1 佐野　健太 加藤学園暁秀3

8 2 8:19 犬飼　泰我 伊東南1 神田　悠貴 浜松日体2 吉田　佳悟 掛川西2

9 3 8:26 野寄　礼我 浜松篠原3 佐野　宏太 富士吉原第一1 金指　統哉 富士2 丹羽　泰誠 袋井周南3

10 4 8:33 川島　尚健 浜松丸塚3 丸山　泰輝 富士吉原第一3 大橋　賢人 浜松入野1 難波　大翔 浜松日体3

11 1 8:40 前田　健芯 静岡南部5 髙橋　岳叶 磐田西5 鈴木　零央 浜松光明6 遠藤　叶琉 浜松豊岡6

12 2 8:47 松山　倖士 浜松中部5 萩原　岬大 清水町清水4 鈴木　凱斗 函南5 山﨑　健琉 袋井北6

13 3 8:54 矢澤　斗羽 浜松和田6 平出　陽音 浜松富塚西6 渡井　奏太 富士宮北山4 古橋　光 浜松蒲5

14 4 9:01 阿部　羽流斗 焼津大富5 望月　遥輝 清水有度第一6 小林　優太 清水町南4 藤田　悠太郎 浜松気賀6

15 5 9:08 古澤　泰樹 清水有度第一5 幾見　光惺 富士田子浦6 平井　匠 清水庵原6 伏見　海杜 磐田北5

16 6 9:15 髙坂　信一郎 浜松和地5 鈴木　星那 浜松光明3 今西　羚 浜松東4 望月　將秀 藤枝葉梨5

※競技終了後表彰式を行います。

・小学女子　　　赤　　　　　　　　４．２２１ヤード　　　　　〃

裏面あり

中学男子（Ａ）

◇使用ティ-マーク

・小学男子　　　シルバー　　　　５．４２２ヤード　　　　　〃

・中高男子Ａ　　青　　　　　　　　６．８５３ヤード　　　パー７２

小学男子

・中高男子Ｂ　　白　　　　　　　　６．３０５ヤード　　　　　〃

葛城ゴルフ倶楽部

※この組合わせは欠席者などがあった場合当日変更することがあります。

高校男子（Ａ）【宇刈・アウト】

※スタート時間７分前にはティーグランド周辺に集まってください。

組



ヤマハ　cup　第19回静岡県ジュニアゴルフ選手権2018

スタート 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名

1 1 7:30 大井　琉耶 静岡北2 田村　紀晶 静岡東3 熊平　夕也 浜松日体1

2 2 7:37 山下　歩輝 静岡北2 鈴木　涼馬 掛川東1 三浦　慶 浜松商2

3 3 7:44 青木　徹平 静岡北3 三室　楽人 下田2 井上　貴司 飛龍3

4 4 7:51 土戸　統伍 浜松日体1 中野村　凪 浜松商2 瓜生　友哉 静岡北2 田中　晴己 浜松南2

5 1 7:58 稲木　健矢 浜松日体3 田中　藍羽 富士田子浦3 田中　颯一郎 富士宮井之頭3 渡瀬　勇 静大附属浜松1

6 2 8:05 佐藤　汰勇 浜松学芸2 井出　誉杜 富士宮北山1 豊島　碧空 静岡城内1 嶋田　唯楓 富士吉原第一2

7 3 8:12 吉村　日陽 富士吉原東1 空岡　宏起 富士宮井之頭3 長島　一生 沼津第二2 勝亦　翼太 富士宮第四2

8 4 8:19 久保山　理叶 牧之原相良1 山田　茂輝 熱海1 池谷　駿介 星陵2 渡邊　隼樹 富士宮井之頭1

9 5 8:26 川西　貫太 浜松学芸3 望月　春佑 静岡北3 稲村　真志 三島錦田1 伊藤　優志 富士宮井之頭1

10 6 8:33 両角　和真 浜松学芸3 浅野　蓮 富士宮井之頭3 福田　雄輝 静大附属浜松1 森崎　元斗 三島錦田3

11 1 8:40 戸田　琉杏 焼津和田4 江塚　琴羽 藤枝青島6 内山　明美 磐田田原6

12 2 8:47 立石　羚乃 袋井浅羽南5 齊藤　理子 藤枝藤岡6 加藤　巴琉 静岡東豊田4 鈴木　彩華 浜松内野5

13 3 8:54 難波　美咲 浜松中川6 糟屋　華海 沼津第四6 森島　萌乃華 浜松麁玉5 平野　瑚羽 浜松積志5

14 4 9:01 永田　愛梨 浜松芳川北5 児玉　嵯莉 清水江尻4 瀬戸　心陽 伊東大池4 佐々木　暖華 富士今泉6

15 5 9:08 大庭　那唯奈 浜松蒲6 谷口　莉野 浜松追分5 生出　莉子 三島中郷6 小山　萌々香 八王子楢原4

◇使用ティ-マーク

高校男子（Ｂ）

組

中学男子（Ｂ）

※スタート時間７分前にはティーグランド周辺に集まってください。

・中高男子Ｂ　　白

競技委員長　中村泰紀　   

【宇刈・イ　ン】

・小学男子　　　シルバー

・中高男子Ａ　　青

小学女子

※競技終了後表彰式を行います。

・小学女子　　　赤

葛城ゴルフ倶楽部

※この組合わせは欠席者などがあった場合当日変更することがあります。


