
組 組
ｱｶｵｷﾞ ﾙｶ ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾊ ﾑﾗﾀ ｱｽｶ ﾐﾔｼﾞ ﾊﾙｶ ｽﾐｶﾜ ｱｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲ ﾏﾂｼﾀ　ｾｲｶ

赤荻　瑠花 高橋　舞羽 村田　明日香 宮治　春佳 澄川　愛 小林　千夏 杉下　舞 松下　成果

ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ ｶﾜﾑﾗ ｸﾙﾐ ｷｸﾁ ﾘｵ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅｺ ﾊﾀｵｶ ﾅｻ ﾉﾓﾄ ｾｲｶ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾓｴ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾘｻ

吉田　莉生 河村　来未 菊地　りお 稲垣　那奈子 畑岡　奈紗 野本　世華 桑原　萌 山本　有理沙

ｱｶｵｷﾞ ﾙﾅ ｲｼｲ ﾘｵ ﾊﾝﾀﾞ ｻｴ ﾆｯﾀ ｲｸﾐ ｻﾜｷ ﾘｻ ｳｴﾉﾋﾅﾀ ﾔﾏｻｷ ｾｲﾅ ﾋﾗｲ ﾐｻｷ

赤荻　瑠那 石井　理緒 飯田　彩愛 新田　育美 澤木　梨紗 上野　陽向 山崎　星夏 平井　美咲

ﾆｼﾉ ｻｸﾗ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾝｽﾞ ﾊｼｿﾞｴ ﾐﾉﾘ ｵｲｶﾜ ﾘｺ ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ ｵｵｲﾃﾞ ﾐﾂﾞｷ ｵｶ ｲｽﾞﾐ ｱﾍﾞ ﾓｴ

西野　桜 山崎　杏 橋添　穂 及川　莉瑚 藤田　桃香 大出　瑞月 岡　和泉 阿部　萌

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾉ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ｼﾉｻﾞｷ ﾘｱﾝ ｻｻｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾌﾀｸﾁ ﾘｮｳ ｼﾉｻﾞｷ ﾏﾅ ﾐﾔﾓﾄ ｻﾘｲ

吉田　優利 広瀬　樹乃 小林　千夏 篠崎　莉杏 笹川　翼 二口　涼 篠﨑　愛 宮本　沙理

ﾋﾗﾂｶ ｱﾑ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ｲﾏｲ ｶﾚﾝ ﾀｶﾊｼ ｻﾁ ﾋﾛﾀ ﾏﾕ ﾜｷﾔﾏ ｶﾚﾝ ﾖｼｶﾜ ﾓﾓ ｸﾜﾊﾗ ﾅﾅﾐ

平塚　新夢 新藤　励 今井　香蓮 高橋　幸 廣田　真優 脇山　佳連 吉川　桃 桑原　七海

ﾏｽｻﾞﾜ ｲﾛﾊ ｲﾜｻｷ ﾐﾉﾘ ﾃﾗﾆｼ ﾋｶﾙ ｵﾉｻﾄ ﾘｱ ﾐﾔﾀ ﾅﾙﾊ ｱﾋﾞｺ ﾐｵ ﾓﾘ  ﾊﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾑ

増澤　彩巴 岩崎　美紀 寺西　飛香留 小野里　リア 宮田　成華 安孫子　美央 森　はな 山口　実夢

ｵｵﾀ ｻﾗ ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘｶ ｲﾅﾐ ﾓﾈ ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾘ ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ ﾕﾓﾄ ｶｲｼ ｱﾍﾞ ｼｭｳｺﾞ ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ

大田　紗羅 中村　珠莉香 稲見　萌寧 長野　未祈 永井　源 湯本　開史 安部　修吾 井上　裕汰

ｸｼﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ ｺﾞ ｴｲﾋｮｳ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ﾘｵ ﾑｶｻ ｼｭｳ ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾉｽｹ ﾔﾏｷﾞｼ　ﾌｳﾀ

櫛山　勝弘 呉　英彪 山岸　宥喜 鈴木　理央 向笠　修 高橋　晋伸輔 山岸　風太

ｾｷﾈ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷﾋｻ ｵｶﾞﾜ ｴｲｼﾞﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｾｲ ﾌｶﾎﾘ ﾗｲﾄ ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ｶｾ　ﾃﾂﾋﾛ

関根　一眞 松本　幹久 小川　詠次郎 渡辺　健勢 深堀　雷斗 鈴木　祥一郎 加瀬　哲弘

ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ ﾀｶﾊｼ ｹｲ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾄ ｶﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾄｳ ﾑﾛｲ ﾀｲｶﾞ ﾃﾙﾇﾏ ｷｮｳﾍｲ

斉藤　優作 高橋　慧 山崎　隼人 吉田　悦都 桂宮　將 宮﨑　星冬 室井　大我 照沼　恭平

ｱﾗｲ ﾘｸ ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ ｲｹ ｼﾞｮﾝﾖﾝ ｷﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ ﾖｼﾉ ﾓﾄﾂｸﾞ ｸｼﾞﾗ ｼﾝﾉｽｹ

荒井　陸 林　拓海 吉澤　一瑠 小林　光太郎 池　宗龍 木元　幸多郎 吉野　元紹 鯨　慎之介

ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ ｵﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｼﾞｭ ｲｺﾏ ﾚｲｼﾞ ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾖｳ ｱﾜｼﾞ ﾚﾝ ｺｳｺﾞ ﾐﾋﾛ

井上　賢人 恩田　拓哉 松本　大樹 生駒　怜児 大原　健陽 淡路　恋 向後　実洋

ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ ｵｵｲﾜ ﾘｭｳｲﾁ ｺﾞ ｼｿｳ ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞｷ ｶﾏﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳﾔ

野村　龍太郎 田邉　晟 大岩　龍一 呉　司聡 岩橋　和輝 鎌田　宗一郎 宮崎　竜弥

ｼﾝﾄﾞｳ ｻｴ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ ﾅｶｲ ｹﾝﾄ ｼﾉｻﾞｷ ｶﾉﾝ ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ ﾓﾘﾔﾏ ﾚﾝ

新藤　冴 鈴木　厚汰 中井　賢人 篠崎　嘉音 下田　雄大 渡辺　和希 森山　錬

ﾈｷﾞｼ ｶｲﾁ ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｽｹ ｴﾘｸﾞﾁ ｱﾐﾅ ﾎｼ ｱｲﾐ ｲﾁｶﾜ ﾘﾅ ｽｽﾞｷ ﾓｴｺ

根岸　海地 鈴木　海斗 渡辺　悠斗 熊谷　佑介 江里口　雅魅奈 星　愛海 市川　里菜 鈴木　萌子

ｶﾄｳ ﾉﾘｱｷ ｱｻﾋﾅ ﾂﾊﾞｻ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ ｻｶﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅｶﾞｲ ｶﾅ ｲｲﾀﾞ ﾏﾘ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾐ ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ

加藤　徳明 朝日向　翼 松本　拓巳 阪根　竜之介 永井　花奈 飯田　真梨 松原　由幸 鈴木　百香

ﾅﾂﾎﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ ｽｶﾞﾓﾄ ｶｲ ｱﾍﾞ ﾕｲｶ ﾌｸｲ ﾀｶｺ ｳｴﾉ ｾｲｶ ﾐｳﾗ ﾅｷﾞｻ

夏堀　裕大 横山　隆乃助 坂本　雄介 菅本　魁 安部　ゆいか 福井　貴子 植野　星香 三浦　凪沙

ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾅﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ ﾃﾙﾇﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ ﾊｼｿﾞｴ ﾒｸﾞﾐ ｲｼｸﾗ ｶﾅｺ ﾋﾛﾀ ﾐﾕ ﾌｶｻﾜ ﾊﾙｶ

島田　康成 小林　周平 照沼　純平 山田　直紀 橋添　恵 石倉　佳那子 廣田　美優 深澤　陽香

ｽﾀﾞ ﾓｴｺ ﾖｼｻﾞｷ ﾐｻｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾅ ﾉｻﾞﾜ ﾏｵ

須田　萌子 芳崎　海沙稀 長谷川　理那 野澤　真央20 10:12 20
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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　関東予選　4月1日（日）　富岡カントリークラブ

※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。　.
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