
12歳-16歳 男子 2019年12月5日(木)
17歳-18歳 男子 静ヒルズカントリークラブ
19歳-21歳 男子

12歳-16歳 女子

17歳-21歳 女子

ｽﾀｰﾄ時間

1 内山 海聡 森 勇乃祐 鴨野 勝 荒井 竜也 6:50 遠矢 祐希 蔡 政儒 佐藤 壱洸 井坪 佑介 1

2 美馬 康太郎 長倉 聖弥 吉永 竜 黒澤 光 6:59 石毛 一輝 神谷 優太 田 修成 伊東 流星 2

3 佐藤 飛鳥 大吉 友輝 藤山 大耀 7:08 平本 世中 大池 由晃 渡辺 竜真 3

4 藤原 直輝 富永 龍輝 菱田 健斗 栁川 凌平 7:17 Koyama Rintaro
Artur 大和久 高志 山本 力輝 佐々木 愁也 4

5 野村 昂生 山岸 咲槻 鵜瀬 璃久 7:26 牧田 隼之助 中田 康太郎 吉田 隼汰 5

6 松澤 虎大 八木沢 浩心郎 木村 岳斗 亥飼 陽 7:35 文 承奐 大谷 元気 石崎 隼大 6

7 大岩 慶尚 鳥居 大揮 全 允浩 時本 晃志 7:44 鈴木 柚生 本 大志 康 翔亮 金村 旭朗 7

8 吉田 攻輝 佐藤 佑斗 亥飼 台 井出 誉杜 7:53 西原 成真 出口 千加志 松枝 靖悟 窪田 蓮 8

9 井出 太陽 岡田 海斗 菱沼 壮太 8:02 櫻井 成翔 大谷 翼 中嶋 翔生 中川 虎ノ介 9

10 上原 和 鈴木 優芽 笠井 紗夏 香川 ちよみ 8:11 金子 楽來 関本 琉志 馬場 道成 細谷 幹 10

11 早川 夏未 水野 円琳 山内 鈴奈 坂口 瑞菜子 8:20 阿部 未悠 石澤 梨音 長南 ひかる 安西 美優 11

12 木村 彩夏 宇佐美 彩華 千田 萌花 緑川 瑞玲 8:29 木村 朱夢 鈴木 愛佳子 小林 芽以 平木 亜莉奈 12

13 牟田 遥 半田 真彩 堀越 心愛 8:38 新藤 励 竹谷 茉紘 鎮守 愛佳 宮武 光 13

14 角田 夢香 小宮 千鶴 山之口 空 佐藤 心結 8:47 今井 鮎美 澤田 麻依 永田 加奈恵 14

15 高木 りおん 高橋 琴音 高野 愛姫 小暮 千広 8:56 関口 絵万 石井 咲来 白石 実零 宮部 樹理 15

16 佐藤 七海 村田 結 入谷 響 西澤 歩未 9:05 原田 未蘭 小池 愛莉 岸田 真衣奈 萩生田 みらん 16

17 大塚 由姫乃 遠藤 来夢 工藤 百華 鈴木 莉緒 9:14 安西 歩美 鈴木 絵里加 川畑 萌 相原 紗奈 17

18 渡辺 彩心 藤代 成実 奥村 穂夏 9:23 林 希莉奈 竹原 美悠 大郷 光瑠 栗林 夏希 18

（注）この組合せは諸事情により、変更することがあります　　　　競技委員長
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