
ヤマハ　cup　第22回静岡県ジュニアゴルフ選手権2021

【アウト】                                    　  

スタート 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名

1 1 7:30 飯倉　颯太朗 日大三島高1 丹羽　泰誠 浜松日体高3 金指　統哉 富士市立高2

2 2 7:38 中里　笙 日大三島高1 池川　獅童 浜松日体高1 神田　悠貴 浜松日体高2

3 3 7:46 藤田　大稀 浜松日体高3 勝亦　翼太 ｸﾗｰｸ静岡高2 仲西　郷 浜松日体高2

4 4 7:54 佐藤　汰勇 浜松学芸高2 吉田　佳悟 磐田南高2 難波　大翔 浜松日体高3

5 5 8:02 相羽　祐行 静岡北高2 川島　尚健 浜松日体高3 丸山　泰輝 ﾙﾈｻﾝｽ高3

6 6 8:10 久保山　理叶 浜松日体高1 池谷　駿介 星陵高2 佐野　健太 加藤学園暁秀高3

7 1 8:18 山崎　匠 静岡北高2 池間　佑太 浜松日体高1

8 2 8:26 小林　凱 静岡北高2 鈴木　海斗 浜松日体高1

9 3 8:34 山田　茂輝 知徳高1 松永　正一 静岡北高2 豊島　碧空 静岡東高1

スタート 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名

10 1 8:50 佐藤　亜樹 浜松学芸高2 齊本　真柚 浜松日体高1

11 2 8:58 南　紗也香 日大三島高1 今村　恋彩 浜松学芸高2 松山　りな 富士見高2

12 3 9:06 鈴木　こひめ 浜松日体高2 伊東　かんな 日大三島高1 堀川　雪花 ルネサンス高2

13 4 9:14 丸山　舞 N高1 矢澤　未羽 浜松日体高2 勝亦　令奈 加藤学園暁秀高2

14 1 9:22 袴田　梨央 浜松学芸高1 児玉　葵梨 常葉大学橘高1

15 2 9:30 山田　百音 浜松東高1 内藤　ゆい 浜松学芸高1

16 3 9:38 木場　千尋 浜松学芸高1 河野　紗弥 浜松学芸高2 瀧口　琴未 静岡農業高3

※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。

※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。

◇使用ティ-マーク

・中高男子Ａ　　青　　　　　　　　6.853ヤード　　　パー７２

・中高男子Ｂ　　白　　　　　　　　6.305ヤード　　　　　〃

・中高女子Ａ　　シルバー　　　　6.305ヤード　　　パー７２

・中女子Ｂ　　　赤　　　 　　　　　5.422ヤード　　　　　〃

※前進4打　　　パープル

高校男子（A）

※スコアカード提出後即時解散となります、ゴルフ場に留まらず速やかに帰宅すること。

※表彰式は優勝者のみで行います。

組

組

高校男子（B）

高校女子（A）

高校女子（B）



ヤマハ　cup　第22回静岡県ジュニアゴルフ選手権2021

【イ　ン】                              　        

スタート 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名

1 1 7:30 松下　拓馬 静岡西奈中3 望月　遥輝 静岡北中3

2 2 7:38 平井　匠 清水庵原中3 藤田　悠太郎 浜松日体中3

3 3 7:46 古澤　泰樹 清水第七中2 伊東　紫龍 三島北中2 宮島　玄 藤枝青島北中1

4 4 7:54 平出　陽音 浜松冨塚中3 新倉　健心 日大三島中2 阿部　羽流斗 焼津大富中2

5 5 8:02 鈴木　凱斗 日大三島中2 鈴木　零央 浜松日体中3 髙坂　信一郎 浜松湖東中2

6 1 8:10 水野　柊人 浜松日体中3 山嵜　陽太 藤枝青島中1

7 2 8:18 渡井　奏太 星陵中1 山口　成 浜松日体中3

8 3 8:26 伊藤　優志 浜松日体中2 小長井　冴希 聖光学院中3 藤田　浩之進 浜松学芸中2

9 4 8:34 吉澤　道心 浜松学芸中3 国本　礼央 浜松日体中3 石川　丈陽 浜松日体中2

10 5 8:42 川西　葉太 浜松学芸中2 石津谷　憲 浜松日体中2 水沼　隼人 清水飯田中1

11 6 8:50 鈴木　琥和 浜松南陽中3 近藤　奏英 浜松学芸中2 鈴木　唯良 浜松日体中2

12 1 8:58 柴田　柚奈 浜松中部学園2 難波　美咲 浜松日体中3

13 2 9:06 森島　萌乃華 浜松麁玉中2 森山　瑞妍 浜松日体中1

14 3 9:14 加藤　巴琉 静岡東豊田中1 内山　京美 磐田神明中1 永田　愛梨 浜松南陽中2

15 4 9:22 大橋　莉生 浜松入野中2 谷口　莉野 浜松日体中2 平野　瑚羽 浜松積志中2

16 1 9:30 岡村　桃花 静岡東中1 稲川　華央 浜松蜆塚中1

17 2 9:38 山口　青波 浜松日体中1 稲川　紗句 浜松蜆塚中1

18 3 9:46 安藤　柑奈 浜松与進中1 池間　瑚華 浜松日体中1 立石　羚乃 袋井浅羽中2

※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。

※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。

◇使用ティ-マーク

・中高男子Ａ　　青　　　　　　　　6.853ヤード　　　パー７２

・中高男子Ｂ　　白　　　　　　　　6.305ヤード　　　　　〃

・中高女子Ａ　　シルバー　　　　6.305ヤード　　　パー７２

・中女子Ｂ　　　赤　　　 　　　　　5.422ヤード　　　　　〃

※前進4打　　　パープル

※表彰式は優勝者のみで行います。

中学女子（B）

※スコアカード提出後即時解散となります、ゴルフ場に留まらず速やかに帰宅すること。

組

中学男子（B）

中学男子（A）

中学女子（A）


