
組 組
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ スギウラ アイリ ｺｼﾀﾞ ﾔｽﾊ オダ ショウヘイ ｼﾐｽﾞ ｸﾗﾉｽｹ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ

山本　渚月 杉浦　愛梨 越田　泰羽 小田　祥平 清水　蔵之介 宮下　優輝

山本　正樹 杉浦　博倫 越田　直人 小田　渉 清水　雄之進 今泉　優輝

カジタニ ツバサ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ クセ カノカ ナワタ リョウイチ ｻｶﾀ ｶｽﾞﾏ サイトウ　ハヤト

梶谷　翼 川畑　優菜 久世　夏乃香 　　7－8女子 縄田　領一 坂田　一真 斉藤　隼人 　　7－8男子

梶谷　教義 川畑　貴彦 久世　淳 縄田　幸生 坂田　正昭 斉藤　功

ﾀｶｷﾞ ﾘｵﾝ オオクボ ユズキ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ ﾅｶﾂｶｻ ｺﾞｳ フルカワ ソウイチロウ ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾄ

高木　りおん 大久保　柚季 山本　有海 中司　豪 古川　惣一朗 篠原　雷登

高木　英行 大久保　政美 山本　靖人 井野　茂樹 古川　貴士 篠原　克宏

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾅﾐ ｲﾏｲ ﾐｽﾞﾎ ナガサカ　アヤナ ユハラ　ヒカル ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ミワ ユウシロウ

望月　美甫 今井　瑞穂 長阪　綾苗 湯原　光 坂本　昇一郎 三輪　有志朗

望月　吉克 今井　かおり 長坂　智明 湯原　健 坂本　弓史 三輪　泰広

ｻｸﾏ ｼｭﾘ ヤギ スズカ ｲﾊﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾙｷ フジヤマ カイセイ ｶｼﾜﾏﾀ ﾕｳ

佐久間　朱莉 八木　涼風 伊波川　彩名 芳崎　陽紀 藤山　開晟 柏俣　結生

佐久間　浩太郎 八木　宏之 伊波川　研一 芳崎　直紀 藤山　等史 柏俣　一成

ノムラ レオナ ｾｷ ﾕｳﾅ アベ　ミク ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ スギウラ ユウタ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ

野村　玲緒奈 関　悠那 阿部　未来 池田　悠太 杉浦　悠太 山田　真輝

野村　年明 関　鉄也 阿部　正博 池田　伸二 杉浦　友美 荒木　真一

ｻﾄｳ ｱﾆｶ ヤマシタ ミユウ オカダ コノハ 　　9－10女子 タケウチ ユウキ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ コンドウ　コウヨウ 　　9－10男子

佐藤　有仁加 山下　美夢有 岡田　樹花 竹内　優騎 小林　大河 近藤　航洋

佐藤　玄朗 山下　勝臣 岡田　拓郎 竹内　宏 小林　靖 近藤　康洋

ハセガワ セラ ﾖｼｶﾜ ｸﾙﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ヒサツネ リョウ ｳﾁﾀﾞ ｺｳｷ

長谷川　せら 吉川　くるみ 中村　優海 細田　響生 久常　涼 内田　航貴

長谷川　心俉 吉川　繁典 中村　英治 細田　英貴 久常　正人 内田　隆彦

ｻｲｺﾞｳ ﾏｵ ｵｵﾀ ﾚｲｶ ｱﾏﾉ ﾏﾘﾅ タナカ ヒロキ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ

西郷　真央 大田　麗華 天野　真里奈 田中　裕基 加藤　大雅 林　恭平

西郷　雄史 大田　茂 天野　陽一 田中　靖人 加藤　健志 林　利雄

ﾑﾗﾀ ｱｽｶ スエ ユイカ ｲｼｲ ﾘｵ ハットリ マサヤ ｲﾉｳｴ　ﾀﾂｷ ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

村田　明日香 須江　唯加 石井　理緒 服部　雅也 井上　達希 橋本　龍一郎

ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾊ ニシ アヤカ ｲﾏｲ ｶﾚﾝ ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ ナカオ リョウタ セミカワ　タイガ

高橋　舞羽 西　彩花 今井　香蓮 鈴木　朝登 中尾　亮太 蝉川　泰果

ｲﾅﾐ ﾓﾈ テラダ クラン ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ｳﾒｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ ﾎｿﾔ ﾄﾓｷ ナワタ シュウイチ

稲見　萌寧 寺田　紅蘭 新藤　励 梅内　秀太郎 細谷　朋生 縄田　修一

ウエノ　ナナコ ｵｵﾀ ｻﾗ ｲﾜｻｷ ﾐﾉﾘ 　　11－12女子 ｻｸﾏ ﾚｵ ミクラ マサキ ﾋﾗﾓﾄ ｾｲﾁｭｳ 　　11－12男子

上野　菜々子 大田　紗羅 岩崎　美紀 佐久間　怜央 三倉　誠生 平本　世中

ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾘ ヤマベ リナ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ スギハラ タイガ ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ ﾔﾏﾉ ｸﾆｵ

長野　未祈 山邊　里奈 吉田　優利 杉原　大河 内田　直輝 山野　国士

クラナガ ヒカリ ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ ニシムラ ユナ ﾅｶﾞｸﾗ ｾｲﾔ ﾜｶｱﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ フカヤ ショウ

倉永　光里 吉田　莉生 西村　優菜 長倉　聖弥 若有　宣彦 深谷　頌

ﾌﾀｸﾁ ﾘｮｳ マツシタ　セイカ ナカオ ユヅキ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ マツモト マサキ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

二口　涼 松下　成果 中尾　優月 山岸　宥喜 松本　正樹 坂本　雄介

ｽﾐｶﾜ ｱｲ スズキ リオミ サワダ　チカ モリシタ レン ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ ｸｼﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ

澄川　愛 鈴木　里緒美 澤田　知佳 森下　蓮 林　拓海 櫛山　勝弘

ウスイ　レイカ ﾋﾛﾀ ﾏﾕ マツバラ　ユミ イワタ　タイガ タケヤマ コウセイ ｺﾞ ｼｿｳ

臼井　麗香 廣田　真優 松原　由美 　　13－14女子 岩田　大河 竹山　昂成 呉　司聡

ツジオカ アイリ ヨシ オトハ ｻｻｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷﾋｻ イシカ コウイチロウ 　　13－14男子

辻岡　愛理 吉　音羽 笹川　翼 吉田　悦都 松本　幹久 石過　功一郎

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾓｴ ヨシモト ヒカル ハタオカ　ナサ ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ トヨヤマ リョウ ﾅﾂﾎﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ

桑原　萌 吉本　ひかる 畑岡　奈紗 野村　龍太郎 豊山　良 夏堀　裕大

ﾔﾏｷﾞｼ　ﾌｳﾀ アシザワ ヒロタカ ｸｼﾞﾗ ｼﾝﾉｽｹ ヤマウラ　タイキ オオシマ ホノオ ｼﾉｻﾞｷ ｶﾉﾝ

山岸　風太 芦沢　宗臣 鯨　慎之介 山浦　太希 大嶋　炎 篠崎　嘉音

ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾄｳ デ　バルバ ガブリエレ タケヤマ カリン ｳｴﾉ ｾｲｶ ﾉｻﾞﾜ ﾏｵ

下田　雄大 宮﨑　星冬 デ　バルバ　ガブリエレ 竹山　佳林 植野　星香 野澤　真央

　　15－17男子

ｶﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ ナカガワ ショウタ トクタケ　フトシ ﾌｸｲ ﾀｶｺ ｲﾁｶﾜ ﾘﾅ オカヤマ エリ

桂宮　將 中川　将太 徳嶽　太 福井　貴子 市川　里菜 岡山　絵里 　　15－17女子

ナベタニ タイチ ﾕﾓﾄ ｶｲｼ ｶﾏﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ コシクモ　ミナミ フルカワ マユナ ﾋﾛﾀ ﾐﾕ

鍋谷　太一 湯本　開史 鎌田　宗一郎 越雲　みなみ 古川　茉由夏 廣田　美優
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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　決勝大会　5月13日（日）　花の木ゴルフクラブ

※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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