
※下段に記載されているお名前は10歳以下はキャディ氏名、11歳以上はカート運転手氏名となります。

組 組
ﾅｶﾆｼ ｴﾘﾅ ｳｴﾊﾀ ﾓｴﾅ ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾐ ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾅｶｲ ｹﾝﾄ ｱｽﾞﾏ ﾘｮｳﾏ

中西　絵里奈 上畠　もえな 野口　彩未 和田　章太郎 中井　賢人 東　良真

上畠道昭 和田

ﾓﾘﾐﾂ ｱﾔｶ ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ ｱﾜｼﾏ ｻﾁ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ ﾏﾜﾀﾘ ｾｲﾔ ｲﾅﾀﾞ ﾙｲｼﾞ ｵﾘﾀ ﾘｮｳ

森満　絢香 但馬　友 淡島　早智 古川　雄大 馬渡　清也 稲田　塁仁 折田　涼

淡島 古川

ﾊｼﾓﾄ　ﾁｻﾄ ｵｵﾊｼ ｱﾘｻ ﾜｷﾓﾄ ﾊﾅ ｾｷ ﾘｮｳﾉｽｹ ﾌｸｵｶ ｼｮｳﾘ ﾏﾂﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

橋本　千里 大橋　ありさ 脇元　華 関　凌之介 福岡　奨鯉 松田　宜展 山口　大河

橋本 松田

ﾔﾏｳﾁ ﾋﾅｺ ｲﾂﾞｶ ｻｷ ﾐﾔｻﾞｷ ﾂｸﾞﾐ ｺﾀｹ ﾙﾅ ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ ｷｸﾀ ﾂﾄﾑ ｽｶﾞ ﾀｸﾄ ﾔﾏｳﾁ ﾅｸﾞﾓ

山内　日菜子 井塚　早紀 宮﨑　乙実 小竹　瑠奈 福岡　大河 菊田　奨 菅　卓人 山内　南雲

井塚 福岡

ｻﾄｳ ﾌﾐｶ ｲｹﾐｽﾞ ﾕｷ ｻｶﾉ ﾅﾙﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ ｼﾗｻｶ ﾕｷﾅ

佐藤　史佳 池水　優貴 坂野　成美 山田　実侑 渡邊　詩織 白阪　ゆき奈

池水 山田英明

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ﾏｶﾞﾗ ﾘｮｳﾏ ﾆｼﾑﾗ ｻｷ ｷｸﾁ ﾚｲｶ ﾀｼﾞﾏ ｻﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲ

増田　湧希 山口　翔大 間柄　両真 西村　彩希 菊池　玲花 但馬　智 山崎　星

増田一郎 尾崎昌樹

ｻｶﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ ｷﾀｵｶ ﾀｸﾔ ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ ﾐｳﾗ ﾓﾓｶ ﾀｹｼﾀ ﾐｽｽ ｷｸﾁ ｶﾉﾝ ﾅｶﾐﾁ ﾏｲ

阪根　竜之介 北岡　拓也 守口　隼佑 三浦　桃香 竹下　美鈴 菊池　花音 中道　まい

北岡 竹下和彦

ﾎﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ｺｳｼﾛｳ ｲｼｶ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶ ﾅｶﾞﾖｼ ﾋﾅｶ ｵﾇｷ ｳﾗﾗ

堀本　翔太 佐藤　紘士朗 石過　功一郎 橋本　星七 丸山　祐香 永吉　ひな花 小貫　麗

堀本 永吉

ｲﾀｲ ｹﾝｼｮｳ ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｸﾔ ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｻｸ ﾜｷﾓﾄ ｻｸﾗ ｱｵｷ ｶﾅｺ ｶﾐﾔ ｻｸﾗ

板井　健勝 宮里　拓弥 岩本　慎作 脇元　桜 青木　香奈子 神谷　咲来

宮里 三浦　恭子

ｾﾘｻﾞﾜ ｼﾞｹﾞﾝ ﾆﾀ ﾖｼﾋﾛ ﾅｶﾀﾞ ｲﾂｷ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾐ ﾄｸﾔｽ ﾓﾓｶ ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ ｿﾞｳｻﾞ ｲﾁｶ

芹澤　慈眼 二田　義大 中田　樹 山本　敬三 岩永　菜実 徳安　李香 田中　瑞希 蔵座　一華

二田 田中

ｳﾁﾀﾞ ﾕﾒﾉ ﾀﾀﾞ ｱﾔｶ ｵﾝｻﾞ ﾕｳﾘ ｲｼｶ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾄ ｲﾃﾞﾘﾊ ﾀｲﾁﾛｳ ｼﾗﾀ ｺｳｲﾁ

内田　夢乃 多田　文馨 遠座　悠里 石過　龍次郎 後藤　大翔 出利葉　太一郎 白田　光一

内田　巌 出利葉　真一郎

ｼｵｽﾞﾐ ﾊﾅｶ ﾓﾄﾀﾆ ｴﾘｶ ｳｴﾊﾗ ｲｽﾞﾐ ｼﾓｼﾞ ﾀｶﾌﾐ ﾄﾖﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ ｻｶｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾏ

塩澄　英香 元谷　絵理花 上原　和 下地　琢史 豊田　篤弘 坂口　誠悟 上山　捷馬

豊田

ｵﾉｻﾄ ﾘｱ ｼﾗｻｶ ﾋﾅ ｻﾜﾂｶﾞﾜ ﾓﾓｶ ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾏｶﾞﾗ ｻﾄｼ

小野里　リア 白阪　雛 澤津川　萌々香 後藤　大生 松久保　秀彰 間柄　智詞

白阪弥之 井手口

ｲﾜｷﾘ ﾐｿﾗ ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｳ ｿﾉﾀﾞ ﾕﾘｱ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾁ ｲﾀｲ ﾘｭｳｼｮｳ ｺﾞﾄｳ ｲﾂｷ

岩切　美空 後藤　未有 園田　結莉亜 山口　泰知 板井　竜勝 後藤　樹生

後藤知弘 後藤

ｵｵｸﾎﾞ ﾓﾓｶ ｲﾅﾀﾞ ｽｽﾞ ｵｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾅ エガワ コトミ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ ｲｼﾞﾏ ｼｮｳｾｲ ﾂﾙﾋｻ ｹｲ

大窪　桃花 稲田　涼 奥山　純菜 江川　琴実 児玉　章太郎 石田　裕眞 井嶋　翔星 鶴久　慧

江川英樹 鶴久

ｲﾄﾞｶﾞﾜ ﾅﾂ ﾌﾙｶﾜ ﾘﾅ ｲﾜﾀﾆ ｶﾅ ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾘ ﾅｶﾞﾉ ﾀｲｶﾞ ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾘｷ ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ ｲｼｲ ﾀｲｾｲ

井戸川　奈摘 古川　理那 岩谷　奏 奥山　友梨 長野　泰雅 枝川　吏輝 古川　創大 石井　大聖

岩谷 長野清一 枝川　淳一 古川一郎 石井　ヒロユキ

ｶﾜﾓﾄ ﾙﾅ ﾋﾗｲ ｻｷ ｷﾑﾗ ｽｽﾞﾅ ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｷ ﾓﾘﾐﾂ ﾕｳｷ ﾓﾘｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ

河本　留奈 平居　咲妃 木村　鈴菜 岩永　実希 森満　裕貴 守口　恭平 池田　拓史 橋本　青空

河本 森満修一 守口　淳 久富　正己 橋本　章二

ﾅｶﾊﾗ ｱﾐ ｻｸﾗｲ ｺｺﾅ ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｻｸﾗｲ ｺﾞｳ ﾎﾘﾓﾄ ﾕｳｷ

中原　碧望 櫻井　心那 井上　玲菜 後藤　颯太 豊田　真太郎 櫻井　豪 堀本　祐希

中原　直継 櫻井　一也 井上　淳 後藤　ミトコ 豊田　新 堀本健太郎

ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ ｳﾒｽﾞ ﾏﾕﾐ ﾄｸﾔｽ ﾊﾅ ﾀｻｷ ﾊﾙｷ ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼ ﾏﾂｲ ﾏｻﾙ

吉川　華鈴 梅津　真優美 徳安　春奈 田崎　春樹 松田　正史 松井　優

吉川　ヒデオ 梅津　悦司 徳安達文 田崎　ノリコ 松田浩久 松井　正

ﾏﾂｵｶ ﾋﾄﾐ ﾅｶﾐﾁ ﾕｲ ｻｻｷ ﾙﾅ ｱﾘｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝ ｲﾀｲ ﾕｳｼｮｳ ﾅｶﾔﾏ ｽｽﾞｷ

松岡　仁美 中道　ゆい 佐々木　留奈 有薗　純 板井　優勝 中山　凉希

松岡伸二 中道和幸 佐々木かおり 有薗　一樹 板井　昌司 中山　結加里

ﾓﾘ ﾕｲ ﾊﾔｼ ｻﾔｶ ｳｴﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｵｵｶｷ ﾃﾝｼｮｳ

森　愉生 林　明花 上山　虎雅 林田　直也 吉田　京介 大柿　天嵩

森昭博 林　みか 上山 圭威二 林田信男 吉田　博史 大柿　聡彦

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　九州・沖縄予選大会　3月2日（土）宮崎国際ゴルフ倶楽部

※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。　.

15-17女子→13-14男子→11-12女子→9-10女子→7-8女子 15-17男子→13-14女子→11-12男子→9-10男子→7-8男子

橘 霧島

1 ７：３０ 1

2 ７：３９ 2

3 ７：４８ 3

4 ７：５７ 4

5 ８：０６ 5

6 ８：２４ 6

7 ８：３３ 7

8 ８：４７ 8

9 ８：５６ 9

10 ９：０５ 10

11 ９：１４ 11

12 ９：２３ 12

13 ９：３２ 13

14 ９：４２ 14

15 ９：５１ 15

16 １０：０５ 16

17 １０：１４ 17

18 １０：２３ 18

21 １０：５０ 21

19 １０：３２ 19

20 １０：４１ 20


