
※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
ｸｽﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾌｸｽﾞﾐ ｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ ﾖｼｽﾞﾐ ﾓﾓｶ ｳｼｵﾀﾞ ｳﾗﾗ ｵｵｼﾏ ﾙﾙｶ

楠原　竜太朗 福住　将 鈴木　雄太 吉住　百加 潮田　羽来々 大島　瑠々海

楠原光博 鈴木和樹 大島恵

ﾉｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ｻｶﾀ ｶｽﾞﾏ ﾌｸｽﾞﾐ ｼｭｳ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐﾚｲ ﾅﾂﾉ ｶﾂﾞｷ ﾜｸｲ ﾏﾕ

野口　大雅 坂田　一真 福住　修 緑川　瑞玲 夏野　香月 和久井　麻由

野口麻由子 坂田正昭 緑川明利

ﾖｼｴ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ｷｸｻﾞﾄ ｺｳﾀﾛｳ ﾋｶﾞ ｶｲﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾏｽｻﾞﾜ ｲﾛﾊ ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ

吉江　隆一朗 亥飼　台 喜久里　幸太郎 比嘉　海人 中村　優海 増澤　彩巴 西村　涼花

田島　周三 亥飼　妙子 比嘉　勝弘 西村幸夫

ﾎｼﾉ ｺﾞｳﾀ ｻｲﾄｳ 光 ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ ｷﾂﾔ ｱﾔﾄ ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ ﾁﾝｼﾞｭ ｱｲｶ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾅﾐ ｺｻﾞｷ ｱｶﾈ

星野　豪汰 齋藤　光 神田　悠貴 吉津谷　彩人 田中　美佑 鎮守　愛佳 望月　美甫 小崎　茜

星野 豪史 齋藤史崇 神田好司 吉津谷　真弓 鎮守　裕晃 望月吉克

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾏ ﾎｼﾉ ﾕｳﾀ ｲﾏｲ ﾓｴ ｸﾎﾞ ｾｲﾗ ﾄﾞｲ ﾅﾅｺ

山本　和輝 白石　一馬 星野　勇太 今井　萌絵 久保　青空 土井　菜々子

山本 周 白石大介 星野大二 中島孝之 土井　正樹

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ ｸﾘﾀ ｹｲｺﾞ ｳﾁﾀﾞ ｺｳｷ ｼﾉｻﾞｷ ﾘｱﾝ ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ｻｲﾄｳ ﾜｶﾊﾞ ﾓﾄ ｱｽｶ

田中　雄貴 松岡　悠馬 栗田　圭吾 内田　航貴 篠崎　莉杏 中島　彩乃 齋藤　若葉 本　明夏

田中　敬介 松岡一嘉 内田隆彦 篠崎義行

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ ｶﾈｺ ﾀｸﾏ ｺﾞﾐﾀ ﾏﾋﾛ ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾅ ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘｶ ｶﾂﾐ ｱｽﾞｻ ｾｷ ﾕｳﾅ

山田　悠将 佐藤　卓郎 金子　拓馬 五味田　真大 坂本　優菜 中村　珠莉香 勝見　梓 関　悠那

山田邦彦 金子芳樹 五味田　真澄 勝見由紀

ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ｳﾗ ﾘｸｼ ｳｴﾊﾗ ｲﾄﾞﾑ ｲｹﾊﾞ ﾋﾅﾀ ｲﾜｲ ｱｷｴ ﾑｸﾞﾙﾏ ﾋﾅﾉ ｱﾍﾞ ﾐﾕｳ

坂本　昇一郎 浦　理玖史 上原　挑夢 池羽　陽向 岩井　明愛 六車　日那乃 阿部　未悠

坂本弓史 浦健一 上原　由里子 岩井　雄士

ﾅｶﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻｻｷ ﾕｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ ｿｳﾏ ｶｽﾞｷ ｱﾏﾉ ﾏﾘﾅ ﾏｻﾀﾞ ﾕﾒﾉ ﾖｼｶﾜ ｸﾙﾐ ｲﾜｲ ﾁｻﾄ

中野　麟太朗 佐々木　悠雅 鈴木　隆太 相馬　和樹 天野　真里奈 政田　夢乃 吉川　くるみ 岩井　千怜

中野恵太 佐々木　剛 相馬　道洋 天野陽一 岩井　雄士

ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ ｺﾔ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅｺ ﾅﾘﾂﾞｶ ﾁﾋﾛ ｺﾝﾉ ﾕｳﾅ ｲｼｶﾜ ｾｲﾅ

川畑　京太郎 清水　太河 小屋　将一朗 稲垣　那奈子 成塚　千尋 金野　優菜 石川　聖奈
川畑　志保子 清水祐次 小屋　敬一 石川　亜紀

ｶｼﾜﾏﾀ ﾕｳ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ ｶﾜﾑﾗ ｶﾅ ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾘ ｷﾘﾊﾗ ｱｲﾅ ｶﾞ ﾘﾝﾅ

柏俣　結生 加藤　大雅 小林　拳史郎 川村　華奈 長野　未祈 桐原　愛奈 賀　凛娜

柏俣　一成 加藤　健志 小林　武彦 桐原誠一郎

ﾐﾔﾀ ﾏｻﾙ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ ｻｻｷ ｾｲﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾈ ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾕｶ ﾖｼﾐ ｱﾕﾘ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ

宮田　優 宮下　優輝 佐々木　聖也 小林　彩音 永藤　優香 吉見　明弓里 吉津谷　彩香

宮田　充 宮下　覚 小林昌信

ｲｼｶﾜ ﾌｸﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ ﾅｶﾂｶｻ ｺﾞｳ ｱﾐ ﾘｮｳﾀ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｶﾈｺ ｹｲﾔ ｲｹ ﾕｳﾔ

石川　福汰郎 中村　大聖 中司　豪 阿美　遼大 亥飼　陽 金子　佳矢 池　由哉

藤代　隆 中村雅之 中司　虎之介 阿美　聡明 亥飼　健司 金子尚子 池　大輔
ｻｶﾓﾄ ﾓｴ ｸﾗﾀ ﾃﾝﾉ ｱﾀﾞﾁ ｱﾘｻ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ ﾓﾘ ﾀｹﾙ ｲｶﾞｲ ｺｳﾀ

坂本　萌 倉田　天乃 安達　有沙 斉藤　隼人 杉山　拓巳 森　虎琉 猪飼　航太

坂本　貢 平田信義 安達啓一郎 斉藤功 杉山清一 森伊知郎 猪飼　正宏

ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｵ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝﾅ ｲﾏｲ ﾐｽﾞﾎ ﾊﾔｶﾜ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｼﾐｽﾞ ｸﾗﾉｽｹ ｲﾜｲ ﾀｸﾐ

岩渕　凜桜 山口　杏奈 今井　瑞穂 早川　夏未 中村　雄歩 伊藤　颯汰 清水　蔵之介 岩井　巧

山口栄太 今井 かおり 早川啓一 中村健二 伊藤　秀也 清水　雄之進 岩井秀昭

ﾔﾀｹ ﾊﾅ ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ ｳﾀﾞ ｻｱﾔ ｻﾄｳ ｱﾝﾘ ﾎｼﾉ ｺﾞｳｷ ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ ｵｵｻﾜ ﾕｳ ｾｷﾈ ﾘｭｳ

矢竹　花菜 齋藤　華音 宇田　紗彩 佐藤　杏莉 星野　豪希 大久保　海 大澤　優 関根　龍

矢竹　剛 齋藤恵美子 宇田正子 佐藤　泰 星野則和 大久保　政彦 大澤　哲

ｲﾁｼﾞｮｳ ﾚﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾈ ｸﾛｷ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞ ﾏﾘﾝ ｾｷﾈ ﾄｳﾏ ｲﾁﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ ﾓﾄ ﾀｲｼ ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ

一条　玲奈 山本　華菜音 黒木　優香 飯田　麻鈴 関根　東馬 市村　龍我 本　大志 近藤　直杜

一条　貴之 野口広美 黒木　修 関根健司 市村茜 本 徳吉 近藤一行

ｱﾍﾞ ﾐｸ ｱｲﾊﾞ ｱﾔﾅ ｱﾗｲ ﾏﾘﾝ ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ ｷﾑﾗ ｹﾞﾝ ｶﾜﾑﾗ ﾋｻﾁｶ ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾋﾙﾏ ｺｳｽｹ

阿部　未来 相場　彩那 新井　まりん 吉村　悠菜 木村　元 川村　尚史 榎本　聖大 比留間　康介

阿部正博 相場克彦 新井健二 吉村　宏将 木村秀行 川村　英司 榎本　繁 澤田　等

ﾀｶﾊｼ ｺﾄﾈ ｲﾁﾑﾗ ｱﾝ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ｳﾒｳﾁ ｻﾅﾐ ｻﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ

高橋　琴音 市村　杏 榎本　杏果 梅内　彩菜美 佐田　大空 市村　翔太郎 滝澤　怜央 高橋　太陽

高橋　亨 市村強志 榎本知子 梅内　賢二 佐田　和大 市村耕一 滝澤礼子 高橋晋平

ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓｶ ｲｹﾊﾞ ｱｶﾘ ﾀｶｷﾞ ﾘｵﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾛ ｻﾄｳ ﾕｳｶ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾅ

福原　朋花 池羽　明莉 高木　りおん 山本　渚月 中村　心 さとう　ゆうか 岩渕　唯愛

福原　出 高木英行 山本正樹 中村英治 佐藤　道之 岩渕　匡敦

ｱｶﾏﾂ ﾕｳｶ ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ ｺｼﾀﾞ ﾔｽﾊ ｼﾉﾍﾞ ｻﾗ ｲｹﾊﾞ ﾐﾗｲ ｽｶﾞﾜﾗ ﾓﾓｶ ﾌｸｽﾞﾐ　ｱｲ

赤松　優果 坂本　彩菜 中川　ひかる 越田　泰羽 信部　紗良 池羽　未来 菅原　もも花 福住　あい

坂本　智 中川 浩 越田　直人 信部　忠平 池羽智子 菅原　ｱｵﾄ 福住　ｱｷﾋﾛ

ｱｲﾊﾗ ｻﾔﾅ ﾓﾘﾀ ｱﾔﾈ ｻﾜﾀﾞ ﾏｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ｻﾄｳ ｶﾚﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ

相原　紗奈 森田　彩音 澤田　麻依 川畑　優菜 佐藤　夏恋 小林　美優 小俣　柚葉

相原淳一 森田政之 澤田具久 川畑 貴彦 佐藤栄一 小林秀明 小俣裕次朗

ｶﾂﾏﾀ ﾚｲﾅ ｲﾊﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾅﾂ ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾅﾂ ﾌｸﾀﾞ ｽｲ ﾌﾙﾔ ﾕｳｶ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ｶﾅｲ ﾓｴｶ

勝亦　令奈 伊波川　彩名 米澤　弥夏 中島　千奈都 福田　翠生 古谷　優花 岡島　彩乃 金井　萌香

勝亦倫也 伊波川　研一 米澤悦司 中島　絵麻 大西　 古谷雄知 岡島猛 金井　ﾐﾂﾕｷ

ｻﾄｳ ｱﾆｶ ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾅ ﾊﾔﾌﾈ ﾒｲ ﾋﾀﾞｶ ｶﾎ ﾀｹｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ ﾊｷﾞｳﾀﾞ ﾐﾗﾝ ｸﾘﾀ ﾚﾅ ｾﾀﾆ ﾏﾅｶ

佐藤　有仁加 長倉　加奈 早船　めい 日高　香帆 竹澤　みなみ 萩生田　みらん 栗田　怜奈 瀬谷　愛佳

佐藤玄朗 長倉規悦 早船和彦 日高天守 竹澤まゆみ 萩生田　健二 栗田　隆秀 瀬谷敏之

ｵｶﾔｽ ﾏｲ ｲｲﾀﾞ ｱｶﾈ ｱｷﾓﾄ ｲﾛﾊ ｷｸﾁ ﾚｲﾅ

岡安　真衣 飯田　茜 秋元　彩葉 菊地　レイナ

岡安　慶博 飯田　美香 秋元　邦光 菊地謙二

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（月）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。　.

9-10男子→9-10女子 11-12女子→7-8男子→7-8女子

OUT IN

1 ７：２０ 1

2 ７：２７ 2

3 ７：３４ 3

4 ７：４１ 4

5 ７：４８ 5

6 ７：５６ 6

7 ８：０４ 7

8 ８：１２ 8

9 ８：２０ 9

10 ８：２８ 10

11 ８：３７ 11

12 ８：４６ 12

13 ８：５５ 13

14 ９：０４ 14

15 ９：１３ 15

16 ９：２２ 16

17 ９：３１ 17

18 ９：４０ 18

19 ９：４９ 19

20 ９：５８ 20

21 １０：０７ 21

22 １０：１６ 22

25 １０：４３ 25

23 １０：２５ 23

24 １０：３４ 24


