
主　　催 共　　催 中日スポーツ
主　　管
後　　援
特別協賛 (株)ミエライス
協　　賛
協　　力
日　　時

⇒　西コース
組

コー
ル時
刻

スター
ト時刻

氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年

いけがや　るな よしかわ　みゆ いとう　はな いっしき　さら

池ヶ谷　瑠菜 吉川　美優 伊藤　花 一色　咲良

べっしょ　あにか うちだ　ひな ますだ　りさ なかの　きらら

別所　あにか 打田　妃菜 増田　梨咲 仲野　綺良々

ながた　りこ いしの　みくる はまべ　かりん いのぐち　はるな

長田　莉子 石野　未来 浜辺　華鈴 井口　春奈
やまもと　るな ひぐち　ここあ こばやし　みう やなせ　ひなこ

山本　瑠奈 樋口　心彩 小林　美羽 柳瀬　妃七子
くぼ　みさき うづき　あこ いのうえ　こはる ちかとし　あすみ

久保　美紗貴 卯月　愛湖 井上　こはる 近俊　あすみ
いなば　ちの いのうえ　ひなた くぼ　みゆき　

稲葉　千乃 井上　ひなた 久保　美友貴
かめい　さくら つつい　まい はやし　みなぎ

亀井　さくら 筒井　麻衣 林　美凪
いわはな　そういちろう ながしま　つばさ きのした　ひなこ みずたに　めいさ

岩花　宗一郎 長嶋　翼 木下　陽菜子 水谷　明彩
わたなべ　しょうや のぶとう　このみ ゆば　しおり みずたに　あいり

渡部　祥弥 信藤　好 弓場　汐莉 水谷　愛理

※９ホールの部に参加する選手及びカート運転手は７：４０にクラブハウス２階レストラン奥に集合すること。 （裏面有）

1 7:20 7:30

2

3

7:28 7:38

7:36 7:46

芸濃中学校

2津田学園高校 3 いなべ総合学園高校

いなべ総合学園高校 2 2津田学園高校

31

1 四日市メリノール学院中学校 2

四日市農芸高校津田学園高校

四日市メリノール学院高校 1

四日市メリノール学院高校 1 津田学園高校 1

8:26

三重高校 2 志摩高校 2

東員第二中学校 3 四日市メリノール学院中学校 2

3三重大学付属中学校 1 東員第二中学校

3

1

1

一志中学校 2

三重大学付属中学校 1

暁小学校 5

暁小学校 3

富田小学校

成美小学校 2

3

鈴峰中学校 1

6

8

9

石榑小学校 5 愛宕小学校

大山田北小学校 6 千里が丘小学校7:40

8:00 8:10

7:40 8:18

7 8:08 8:18 四日市メリノール学院中学校 3

ミエライスカップ　第１5回三重テレビジュニアゴルフ大会

神戸中学校 21

東コース　スタート

令和元年８月１９日（月）

三重テレビ放送
三重県高等学校ゴルフ連盟
三重県ゴルフ連盟・三重プロゴルフ会・（財）三重県体育協会・三重県ゴルフ練習場連盟・中日新聞社

井村屋（株）・大塚製薬（株）・スポーツプラザ　マツダ・（株）西出
中日カントリークラブ

三重大学付属中学校

光陵中学校 3 天栄中学校4

5

7:54

7:52 8:02

7:44

津田学園高校 1



主　　催 共　　催中日スポーツ
主　　管
後　　援
特別協賛 ㈱ミエライス
協　　賛
協　　力
日　　時

⇒　中コース
組

コール
時刻

スター
ト時刻

氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年

もり　しづき さとう　ななみ こめたに　ゆめな

森　紫月 佐藤　菜々美 米谷　優萌捺
はしもと　えいち のだ　こうき おかだ　けんたろう よしかわ　なゆた

橋本　英知 野田　倖暉 岡田　健太郎 吉川　夏優
きたうら　たいき まにわ　はやと やながわ　とうじろう

北浦　大暉 馬庭　隼人 柳川　藤次郎
たきだ　えいむ いとう　そうま おおた　りゅうせい

滝田　詠夢 伊藤　颯真 太田　竜誠
いしがき　りゅうのすけ かわさき　こうき まえだ　はると

石垣　龍之介 川嵜　晃生 前田　悠翔
よしかわ　かなた たなか　ひゅうが いのうえ　ひな ひらやま　こころ

吉川　奏風 田中　彪輝 井上　姫花 平山　心暖
きば　さえの のぶとう　のぞみ やなぎや　ひよ

木場　冴乃 信藤　希 柳谷　ひよ
16

5

西コース　スタート

令和元年８月１９日（月）

11

12

13

14

15

5

県立ろう学校 小学部 6 日進小学校 6

千里ヶ丘小学校 5

誠之小学校 5 常盤西小学校 6 稲生小学校

5

浜田小学校 5

高茶屋小学校

常磐西小学校

白子小学校

4 4安東小学校 すずらん台小学校 3

6

5

8:10

7:36

井田川小学校 68:18

8:00

8:08

鵜方小学校 6

桜島小学校 6

すずらん台小学校 6

6菰野小学校7:46

7:52 8:02

7:44

7:28 7:38

新町小学校

南が丘小学校 4 栗葉小学校

7:54

暁小学校

ミエライスカップ　第１5回三重テレビジュニアゴルフ大会

10 7:20 7:30

三重テレビ放送
三重県高等学校ゴルフ連盟
三重県ゴルフ連盟・三重プロゴルフ会・（財）三重県体育協会・三重県ゴルフ練習場連盟・中日新聞社

井村屋（株）・大塚製薬（株）・スポーツプラザ　マツダ・（株）西出
中日カントリークラブ

長太小学校 44玉垣小学校 4



主　　催 共　　催中日スポーツ
主　　管
後　　援
特別協賛 ㈱ミエライス
協　　賛
協　　力
日　　時

⇒　東コース
組
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時刻

スター
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氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名 学校名 学年

つつい　だいき やまざき　あきひと こだま　ゆうご

筒井　大暉 山崎　滉仁 児玉　悠悟
かたやま　つよし しもじ　しょうき にし　たいき あしかわ　りょうへい

片山　剛 下地　翔輝 西　泰樹 芦川　稜平
いしがき　かんた かながわ　たけと やまだ　そうしろう てらもと　こうし

石垣　敢大 金川　雄斗 山田　蒼士郎 寺本　好志
まきの　しょうだい かしま　かなめ たかはし　ひろや かんだ　けいと

牧野　祥大 鹿島　要 髙橋　太陽 神田　啓登
ながおか　こうへい いちかわ　りょう あべ　けんせい あだち　ゆうへい

長岡　航平 市川　諒 阿部　謙成 安達　雄平
いしがき　しゅう ふじわら　とおい みずたに　ひびき きむら　やまと

石垣　珠侑 藤原　遼生 水谷　響 木村　岳斗
はしもと　たくえい かわはら　さくたろう せきもと　りゅうし ひらの　れいら

橋本　拓英 川原　朔太郎 関本　琉志 平野　羚羅
やまかわ　とむ いえざき　ひなた もり　こうよう わたなべ　りゅうや

山川　斗夢 家崎　日向 森　虹陽 渡部　琉矢

中日カントリークラブ
令和元年８月１９日（月）

中コース　スタート

稲生高校17 7:20 7:30 久居高校 3

三重テレビ放送
三重県高等学校ゴルフ連盟
三重県ゴルフ連盟・三重プロゴルフ会・（財）三重県体育協会・三重県ゴルフ練習場連盟・中日新聞社

井村屋（株）・大塚製薬（株）・スポーツプラザ　マツダ・（株）西出

ミエライスカップ　第１5回三重テレビジュニアゴルフ大会

2

3 津田学園高校 1

桜丘高校 22

19 7:36 7:46

四日市工業高校 318 7:28 7:38

四日市メリノール学院高校 1 3

三重高校

桜丘高校 2

いなべ総合学園高校 1

3 いなべ総合学園高校 1 伊賀白鳳高校津田学園高校

3

3 津田学園高校 1

三重高校 いなべ総合学園高校

暁高校 2 津田学園高校20 7:44 7:54 いなべ総合学園高校 1

21 7:52 8:02 神戸高校 3

2

1

3

23 8:08 8:18

22 8:00 8:10 白子中学校

南が丘中学校

13

羽津中学校 1

24 8:16 8:26

三重大学付属中学校 3加茂中学校 3

千代崎中学校 3久居西中学校 3 三重中学校 1

三雲中学校 山手中学校 3 津田学園中学校

光陵中学校


