
※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
ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾘ ﾖｼｻﾞｷ ﾐｻｷ ｶﾂﾗ ﾀｴ ﾌｶｻﾜ ﾊﾙｶ ﾖｼﾀﾞ ｱﾝﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｵﾊﾗ ﾐﾚｲﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔ

相澤　悠莉 芳崎　海沙稀 桂　妙 深澤　陽香 吉田　杏奈 小林　瑞季 小原　美玲奈 中島　彩

芳崎 竹田

ｺｼｸﾓ ﾐﾅﾐ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕﾐ ﾜｷﾔﾏ ｶﾚﾝ ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ ｱﾍﾞ ﾓｴ ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ ﾅｶﾞｲ ｶﾅ ｲｼｲ ﾕﾘ

越雲　みなみ 松原　由幸 脇山　佳連 田中　友理奈 阿部　萌 柴田　香奈 永井　花奈 石井　友梨

越雲三千生 石井

ﾎｼ ｱｶﾈ ﾌﾀｸﾁ ﾘｮｳ ﾔｸﾞﾁ ｱｲﾘ ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾅ ﾖｼｶﾜ ﾓﾓ ﾓﾁﾀﾞ ﾅﾎ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾓｴ ｸﾎﾞ ﾊﾅｴ

星　朱音 二口　涼 矢口　愛理 高木　優奈 吉川　桃 持田　奈穂 桑原　萌 久保　英恵

高木 持田

ﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳｺ ﾃﾙｳﾁ ﾚﾅ ﾐｳﾗ ﾏﾕ ﾃﾙﾇﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ

森　瑞那 石坂　翔子 照内　伶奈 三浦　真由 照沼　純平 遠藤　尚毅 大久保　直弥

石坂 照沼良美

ｲｼｶﾜ ｽｽﾞｶ ｺﾆｼ ﾊﾙｶ ﾂﾁﾀﾞ ﾐｷ ﾌｸﾑﾗ ﾕｳﾄ ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ ｲｼｹﾞ ﾏｺﾄ ﾔｽﾏ ｶｲ

石川　涼夏 小西　遥 土田　三栞 福村　祐人 井上　賢人 石毛　誠 安間　魁

石川麻紀 井上剛志

ｲﾏｲ ｶﾚﾝ ﾋﾗﾉ　ｱｲｺ ｾｶﾞﾜ ﾘﾅ ｼﾉｻﾞｷ ｶﾉﾝ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ

今井　香蓮 平野　愛子 瀬川　里奈 篠崎　嘉音 山岸　宥喜 下田　雄大

今井 かおり 篠崎義行

ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ｲｼｶﾜ ﾏﾕｶ ｲｼﾊﾗ ｺｳｷ ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ ﾄｸﾀｹ ﾌﾄｼ ｼﾝﾄﾞｳ ｻｴ

吉田　莉生 新藤　励 石川　茉友夏 石原　航輝 三浦　大河 徳嶽　太 新藤　冴

石川麻紀 徳嶽

ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾐ ｻｻｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾖｳ ｳｼｷ ﾄﾓﾉﾘ ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾑ

西村　あすみ 笹川　翼 高橋　夏奈 大原　健陽 牛木　智教 金子　優将 岡田　裕

笹川　五郎 岡田

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾉ ﾋﾗｲ ﾐｻｷ ﾅｶﾞﾔﾏ ｻｸﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ｱﾜｼﾞ ﾚﾝ ｽｽﾞｷ ﾘｵ ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ

遠藤　まりの 平井　美咲 長山　櫻 小林　千夏 淡路　恋 鈴木　理央 斉藤　優作 中村　鎌大

長山　徹 中村

ｵｶ ｲｽﾞﾐ ｱｶｵｷﾞ ﾙｶ ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾉ ﾐﾏ ﾂｶｻ ｸﾎﾞ ﾕｳﾔ ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ

岡　和泉 赤荻　瑠花 広瀬　樹乃 美馬　つかさ 久保　侑也 佐藤　将吾 加藤　政和

広瀬明子 佐藤

ｷｸﾁ ﾘｵ ｵｵｼﾏ ﾓﾓｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾅ ﾌｼﾞﾀ ｱｲ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ﾌﾙｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞｷ

菊地　りお 大島　桃果 菅沼　菜々 藤田　愛 杉山　悠司 古澤　颯乃祐 岩橋　和輝

菅沼 古澤

ｵｵｻﾜ ﾒｲ ｱｶｵｷﾞ ﾙﾅ ｾｷﾈ ﾘｵ ｷﾑﾗ ｱﾕ ｶﾜｼﾏ ﾘｷ ｺﾞ ｼｿｳ ﾑﾛｲ ﾀｲｶﾞ

大沢　芽衣 赤荻　瑠那 関根　理央 木村　朱夢 川島　理暉 呉　司聡 室井　大我

大沢 木村真奈生 川島

ｲﾜｻｷ ﾐﾉﾘ ｺｳﾉ ｱﾝﾅ ｲｼｲ ﾘｵ ﾎｼﾉ ｱﾝﾅ ﾀｶﾊｼ ｹｲ ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ ｲｼｶﾜ ﾕｳｼ ｵｵｲﾜ ﾘｭｳｲﾁ

岩崎　美紀 河野　杏奈 石井　理緒 星野　杏奈 高橋　慧 鈴木　海斗 石川　雄姿 大岩　龍一

岩崎　 鈴木

ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ﾈｷﾞｼ ｶｲﾁ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ ｽﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾙ ｵﾉ ｺｳﾍｲ

塚本　大輝 根岸　海地 山田　直紀 巣山　新太郎 吉澤　一瑠 小野　耕平

山田 吉澤　

ﾅｶﾞｸﾗ ｾｲﾔ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ ｲﾉｳｴ　ﾀﾂｷ ｵｸﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ｵｶﾍﾞ ｶｲﾄ ﾊﾝﾀﾞ ﾚｲｼﾞ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳｽｹ ｺｶﾞ　ﾋﾛｷ

長倉　聖弥 鈴木　辰海 井上　達希 奥山　大地 岡部　開斗 半田　怜士 井坪　佑介 古賀　浩輝

長倉規悦 半田　文章

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾄ ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾄ ﾊﾗﾀﾞ ﾅｷﾞ ｲﾉｳｴ　ｶｽﾞﾏ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾄ ｳｴﾀﾞ ﾐﾅﾐ

山口　拓斗 武田　正輝 鈴木　敬太 岡部　雄斗 原田　凪 井上　和馬 高橋　大斗 上田　南

山口 一仁 原田達也 高橋正博

ﾆｼｶﾀ ﾀｲﾁ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ｲﾁﾉｾ ｼｭｳﾄ ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾉ ｸﾆｵ ﾏﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾄﾑﾗ ﾀｸﾛｳ ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞﾁｶ

西片　太一 松本　虎薫 一ノ瀬　秀都 野口　裕太 山野　国士 侭田　光世 戸村　拓郎 山中　信慶

松本　哲也 侭田大治郎 山中　信

ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳ ｷﾘｭｳ ｼﾝﾀﾛｳ ｻｻﾊﾗ ｱﾀﾙ ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ ｱｶｲﾜ ﾚﾉﾝ

石坂　友宏 宮本　龍 桐生　慎太郎 笹原　允 鈴木　朝登 赤岩　伶音

石坂 笹原　吉孝

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ﾂｶﾓﾄ ｶﾞｸ ｵｵｻﾜ ﾕｳ ﾀﾅｶ ﾘｸ ｳﾒｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ ｸﾎﾞ ﾀﾂｷ ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

中島　央樹 塚本　岳 大澤　優 田中　陸 梅内　秀太郎 久保　辰貴 林　恭平 澤田　大凱

中島　 久保　真寿美 林　利雄

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｻﾄｳ ｱｽｶ ｺﾞ ｴｲﾋｮｳ ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｲﾊﾗ ｼｵﾝ ﾋﾗｲ ﾄｼｷ ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ

中村　悠大 佐藤　飛鳥 呉　英彪 橋本　龍一郎 井原　史韻 平井　稔規 石森　健太郎 石田　将大

佐藤 井原典嗣

ﾐﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｳｴｷ ｼｮｳﾀ ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼｭﾝ ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳ ﾖｺﾀ ﾀｲﾖｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

美村　凌我 植木　祥多 田村　将人 藤井　優駿 勝俣　翔 横田　太洋 中村　勇貴 鈴木　晃祐

藤井 横田かよみ 鈴木勝成

ｶﾄｳ ﾉﾘｱｷ ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾔ ｲｼｹﾞ ｶｽﾞｷ ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾔ ｽｽﾞｷ ﾄﾑ ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ

加藤　徳明 江口　勇也 石毛　一輝 渋谷　晃太郎 池田　悠太 相原　諒哉 鈴木　叶夢 前田　光史朗

石毛　真一 池田伸二 前田　好則

ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｲｺﾏ ﾚｲｼﾞ ｵｵﾇｷ ﾄｼｷ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｻｻｷ ｼｭｳﾔ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾋﾛｷ

野村　龍太郎 生駒　怜児 大貫　利樹 塚原　悠介 井上　裕一郎 佐々木　愁也 出水田　裕輝

野村 塚原伸仁 佐々木盛士

ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ ｵｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾄ ﾆｼﾉ ｱﾕｷ

豊田　龍生 小野寺　悠 岡島　一斗 西野　歩希

小野寺智

23 １０：４０ 23

24 １０：４９ 24

21 １０：２２ 21

22 １０：３１ 22

19 １０：０４ 19

20 １０：１３ 20

17 ９：４６ 17

18 ９：５５ 18

15 ９：２８ 15

16 ９：３７ 16

13 ９：１０ 13

14 ９：１９ 14

11 ８：５２ 11

12 ９：０１ 12

9 ８：３４ 9

10 ８：４３ 10

7 ８：１６ 7

8 ８：２５ 8

5 ７：５８ 5

6 ８：０７ 6

3 ７：４４ 3

4 ７：５１ 4

1 ７：３０ 1

2 ７：３７ 2

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2日（火）サンヒルズカントリークラブ

※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。　.

15-17女→13-14女→13-14男 15-17女→15-17男→11-12男

OUT IN


