
組 組
フルカワ ソウイチロウ オオタニ ツバサ コンドウ ミナト ヤブ リョウイチ スズキ マオミ オオクボ ユズキ イシカ キノミ クセ カノカ

古川　惣一朗 大谷　翼 近藤　港 藪　凌一 鈴木　麻緒美 大久保　柚季 石過　希乃美 久世　夏乃香

古川　貴士 大谷　秀人　 近藤　研二 藪　賢一 鈴木雅貴 大久保政美 石過世一郎 久世　淳

オオシマ ミナト クロダ ユウマ ノグチ タイガ ナワタ リョウイチ スギウラ アイリ ウラ アヤカ モリ ユイ キノモト ソラ

大嶋　港 黒田　裕稀 野口　大雅 縄田　領一 杉浦　愛梨 浦　彩栞 森　愉生 木ノ本　星空

大嶋研一 黒田　貴之 野口麻由子 杉浦　博倫 浦　美穂 森　昭博 木ノ本晶

オダ ショウヘイ マツオカ リュウキ フジワラ ユウジロウ キタゾエ カイト カジタニ ツバサ ニシダ ナナミ オギノ ヒマリ ムカイ シズク

小田　祥平 松岡　龍希 藤原　裕次郎 北添　海翔 梶谷　翼 西田　奈々実 小木野　陽鞠 向井　静玖
小田渉 松岡直樹 藤原　裕之 北添俊之 梶谷　教義 西田　演男 小木野隆 向井　憲太朗

ヤマシタ ミユウ オカダ コノハ テラオカ サヤカ カネコ マナカ スギウラ ユウタ タマキ ミナギ フジワラ タクト ホッコク ジョウジ

山下　美夢有 岡田　樹花 寺岡　沙弥香 金子　真果 杉浦　悠太 玉木　海凪 藤原　琢人 北國　譲斗志

山下勝臣 岡田拓郎 寺岡純子 金子　洋一 杉浦　友美 玉木雅宏 藤原　友美 北國惠麗

ノムラ レオナ コバヤシ キョウカ マエダ メグ ホソダ シオリ タナカ ヒロキ ヒサツネ リョウ フジヤマ カイセイ タワラ ヤマト

野村　玲緒奈 小林　京加 前多　愛 細田　詩織 田中　裕基 久常　涼 藤山　開晟 田原　和

野村年明 前多嘉子 細田　英宏 田中靖人 久常　正人 藤山　等史 田原　繁

ハセガワ セラ アサクラ チカコ キノシタ ハルカ サダナガ マシロ タケウチ ユウキ カトウ リョウヤ オオシマ タカラ ミワ ユウシロウ

長谷川　せら 朝倉　千夏子 木下　遥 貞永　茉白 竹内　優騎 加藤　遼也 大嶋　宝 三輪　有志朗

長谷川　信吾 朝倉　秀昭 木下秀明 貞永　卓美 竹内　宏 加藤力也 大嶋美枝 三輪　泰広

コウノ アズミ ヤギ スズカ フジハラ ユウナ サダナガ アオイ イワサキ ユウト スズキ アユマ モリシタ キョウ オカダ リュウク

河野　あずみ 八木　涼風 藤原　侑奈 貞永　葵生 岩崎　裕斗 鈴木　歩真 森下　響 岡田　竜空

河野孝則 八木宏之 藤原ひとみ 貞永　恵美 鈴木　敏秀 森下将士 岡田圭司

アオヤマ コウダイ ミタ タカシケ゛ キタムラ ユウマ ハットリ マサヤ コンドウ コウヨウ ニシダ トシキ ユウタ ヒロム ナカハマ ショウ

青山　晃大 三田　貴樹 北村　悠真 服部　雅也 近藤　航洋 西田　迅輝 夕田　大夢 中濱　祥

近藤　康洋 西田　美登利 夕田　久美子 中濱真一郎

オオハシ コウタロウ ナワタ シュウイチ サワダ アラタ スギハラ タイガ ヤマベ リナ オオバヤシ ナオ カワサキ アスカ

大橋　浩太朗 縄田　修一 沢田　新 杉原　大河 山邊　里奈 大林　奈央 河崎　愛桃香

フカヤ ショウ クスダ トノ オオシマ イノチ オクダ ヨシキ ニシムラ ユナ ナカガワ ナルミ マニツクス ジョイアケミ

深谷　頌 楠田　常乃 大嶋　命 奥田　吉貴 西村　優菜 中川　成美 まにっくす　じょいあけみ

イシカ リュウジロウ アライ リュウイチ イマオ ヨウスケ アラキ マモル クラナガ ヒカリ アオイ マコ ニシオカ リカコ ヤマモト ユイカ

石過　龍次郎 新井　隆一 今尾　暢介 新木　衛 倉永　光里 青井　麻瑚 西岡　利佳子 山本　唯加

オギノ タイユウ ハセガワ タカヤ ヤマウチ カズキ ヨシモト リュウト マサムネ マリア ウエノ　ナナコ カワグチ ミユウ スガ モモカ

小木野　太優 長谷川　貴優 山内　一輝 吉本　龍斗 正宗　茉梨亜 上野　菜々子 川口　美優 菅　萌々香

ミクラ マサキ ナカオ リョウタ ニワ カイト タワラ アサヒ ニシ アヤカ サカグチ サアヤ サカイ ユウナ ヤブタ　リカ

三倉　誠生 中尾　亮太 丹羽　海太 田原　旭 西　彩花 坂口　沙綾 酒井　優菜 薮田　梨花

ヨシモト モモカ アイザワ ナオ スギハラ アヤカ テラダ クラン フルカワ リルア スエ ユイカ カワイ アズミ

吉本　百花 逢澤　菜央 杉原　彩花 寺田　紅蘭 古川　莉月愛 須江　唯加 河合　杏美

シマヌキ ユキ ヨシモト ヒカル マツバラ カノン ミナミ　 タクヤ マツモト マサキ テラダ リクト イマイ ケン

嶋貫　友紀 吉本　ひかる 松原　果音 南　沢弥 松本　正樹 寺田　麗紅斗 今井　健

ヨシモト ナナミ タカハシ ジュリ ヤマモト イツキ ヤマシタ カイ タナカ　タイガ コサイヒラ ユウワ カワハラ マサヒロ イシカ コウイチロウ

吉本　七海 高橋　樹里 山本　斎 山下　加衣 田中　泰芽 小斉平　優和 川原　正寛 石過　功一郎

サトウ エリ フジハラ ジュリ ホリウチ　ミキ サカイ リナ トヨヤマ リョウ イマミヤ タカトモ タケウチ レオ サカネ リュウノスケ

佐藤　愛莉 藤原　壽理 堀内　美希 酒井　里奈 豊山　良 今宮　陸智 竹内　玲雄 阪根　竜之介

ツジオカ アイリ ナカオ ユヅキ フクナガ ネネ ヨシ オトハ ワカハラ リョウタ フジヤマ タイヨウ タケダ ヒロト ワタベ ツヨシ

辻岡　愛理 中尾　優月 福永　寧々 吉　音羽 若原　亮太 藤山　大耀 竹田　弘登 渡部　剛至

スズキ ミサキ カネコ モモカ スズキ リオミ サワダ チカ ノザワ リュウジ サカク゛チ キヨヒテ゛ アダチ ソラ ニシワキ マアク

鈴木　海咲 金子　桃果 鈴木　里緒美 澤田　知佳 野澤　竜次 阪口　清秀 安達　大空 西脇　まあく

ナベタニ タイチ イワタ ケイタ マサムネ ショウコ゛ ヤマウラ タイキ モリシタ レン オオシマ ホノオ タケヤマ コウセイ

鍋谷　太一 岩田　慶太 正宗　昇悟 山浦　太希 森下　蓮 大嶋　炎 竹山　昂成

キヨカワ トオル イマムラ ユウヤ デ　バルバ ガブリエレ ヨコヤマ サクラ タケヤマ カリン オオミヤ リコ サトウ マナエ

清川　亨 今村　裕也 デ　バルバ　ガブリエレ 横山　紗蔵 竹山　佳林 大宮　理瑚 佐藤　愛絵

ヤマダ カンタ トダカ ダイチ アシザワ ヒロタカ ホリデ ショウタ ナカオ ハルヒ ハギ モモエ ユウキ　リマ タムラ ユリ

山田　勘太 戸高　大地 芦沢　宗臣 堀出　翔太 中尾　春陽 萩　桃江 結城　里麻 田村　祐里

キタムラ カス゛シケ゛ コニシ ケンヤ テラダ クレト ナカガワ ショウタ イシヤマ チアキ オカヤマ エリ ナカモリ ユウキ フルカワ マユナ

北村　聡馬 小西　健矢 寺田　紅黎斗 中川　将太 石山　千晶 岡山　絵里 中森　有紀 古川　茉由夏
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マクドナルドカップ「世界ジュニアゴルフ選手権」日本代表選抜大会　関西予選　3月11日（日）かさぎゴルフ倶楽部

※組合せ・組付きキャディ等は急遽変更になる場合があります。予めご了承下さい。　.

4

5

7:18

7:27

7:365
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