
※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
ｼﾏﾇｷ ﾕｷ ﾅｶｵ ﾊﾙﾋ ﾖｼﾓﾄ ﾓﾓｶ ｻｶｲ ﾘﾅ ｵｵｼｵ ﾉﾌﾞｷ ｺﾆｼ ｹﾝﾔ ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ ﾜｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

嶋貫　友紀 中尾　春陽 吉本　百花 酒井　里奈 大塩　展甲 小西　健矢 斉藤　史晶 若原　亮太

嶋貫 若原寿朗

ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｷ ﾂｼﾞｵｶ ｱｲﾘ ｱｼｻﾞﾜ ｴﾘ ｲｼｶﾜ ｱｽｶ ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅｵ ｺﾏｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ ｵｻﾞﾜ ﾚｵ

竹内　美雪 辻岡　愛理 芦沢　衣里 石川　明日香 森田　匠海 山本　侑直 駒澤　賢一郎 小澤　玲央

竹内 山本　タクミ

ｻﾄｳ ﾏﾅｴ ｱﾗｷ ﾅﾂ ﾉｻﾞﾜ ﾏｵ ﾄﾀﾞｶ ﾀﾞｲﾁ ｵｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ

佐藤　愛絵 荒木　捺 野澤　真央 戸高　大地 尾崎　彰吾 小川　翔 田中　泰芽

佐藤 尾崎

ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｶ ﾖｺﾔﾏ ｻｸﾗ ｳｴﾀﾞ ｴﾐ ｻﾄｳ ｴﾘ ｳﾒﾔﾏ ﾕｳｼﾝ ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲ

土方　優花 横山　紗蔵 上田　英実 佐藤　愛莉 楳山　優真 柴田　将弥 藤原　大

土方 柴田

ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｱｻﾐ ｳｴﾑﾗ ﾐｳ ﾆｼ ｱﾔｶ ﾀﾈﾑﾗ　ﾘｵ ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｽｹ ｶｼﾞﾀ ｼｭｳﾏ ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ

東出　朝海 植村　美宇 西　彩花 種村　梨央 寺元　虹介 梶田　脩真 上田　敦士

西　秀敏 梶田

ﾌｼﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾘ ﾅｶﾉ ｴﾘｶ ﾄｸﾀﾞ ｱｵｲ ｽｷﾞﾅｶﾞ ｱﾘｻ ﾌｸﾔﾏ ｺｳﾀ ｶﾆ ﾘｭｳｾｲ ﾐﾅﾐ  ﾀｸﾔ ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

藤原　壽理 中野　恵里花 徳田　葵 杉永　安里紗 福山　功太 可児　隆征 南　沢弥 野澤　竜次

徳田 福山清美 南和伸

ﾖｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ ﾅｶｵ ﾕﾂﾞｷ ｱｵｲ ﾏｺ ｶﾈﾊﾗ ﾘﾘｶ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｻﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾜﾀﾍﾞ ﾂﾖｼ

吉本　七海 中尾　優月 青井　麻瑚 金原　梨里加 竹田　弘登 川田　翔大 澤田　響 渡部　剛至

中尾 澤田拓也 渡部憲一

ｶﾜｲ ﾚｲﾅ ﾔﾏｼﾀ ｶｲ ｱﾗﾀｹ ﾋﾅ ｻｶｲ ﾕｳﾅ ﾐｸﾗ ﾏｻｷ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ｲﾏｲ ｹﾝ ｻﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ

川合　玲那 山下　加衣 荒武　飛名 酒井　優菜 三倉　誠生 山内　一輝 今井　健 沢田　新

今井　隆

ｺｲﾃﾞ ﾐｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴｺ ｵｸﾀﾞ ﾏｺﾄ ｶﾈｺ ﾓﾓｶ ｱｻｲ ﾔﾏﾄ ｱﾀﾞﾁ ｿﾗ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ

小出　美雨 原田　萌子 億田　真琴 金子　桃果 浅井　大和 安達　大空 鈴木　龍太郎 森　遼太

原田 森正彦

ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾎ ﾔﾌﾞﾀ ﾘｶ ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾘ ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ ｻｶﾓﾄ ﾚﾂ ｱｵﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ ｱﾗｷ ﾏﾓﾙ

大林　奈央 川口　莉歩 薮田　梨花 高橋　樹里 吉本　龍斗 阪本　烈 青山　晃大 新木　衛

高橋　 新木友和

ﾆｼｵｶ ﾘｶｺ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾕｳ ｲｺﾏ ﾘｻ ｽﾐﾊﾗ ﾐﾕ ｲﾏﾐﾔ ﾀｶﾄﾓ ｵｵﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾔﾌﾞ ｾｲﾄ ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

西岡　利佳子 山下　美夢有 生駒　莉彩 隅原　実優 今宮　陸智 大橋　浩太朗 小薮　誠人 前田　祥冴

生駒 雄司 隅原健二 前田充弘

ﾔﾏﾍﾞ ﾘﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ ﾆｼﾓﾄ ﾐｱﾝ ｵｻﾞﾜ ｼｭｶ ｱﾗﾀｹ ｴﾝｾｲ ﾎｯｺｸ ｼﾞｮｳｼﾞ ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ ｵｻﾞｷ ﾀｶﾔ

山邊　里奈 中川　成美 西本　実杏 小澤　朱夏 荒武　円晴 北國　譲斗志 石川　慎之介 尾崎　敬也

西本和義 北國惠麗

ｳｴﾉ ﾅﾅｺ ﾅｶﾆｼ ﾕｳｶ ｳﾗｶﾍﾞ ｱｲﾅ ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ ｳｻﾐ ﾄﾓｱｷ ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾀ ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ ｼﾏﾉｴ ﾕｳﾀﾞｲ

上野　菜々子 中西　悠加 浦壁　愛菜 川口　美優 宇佐美　友亮 杉浦　悠太 新井　隆一 島ノ江　雄大

浦壁由美子 川口　祐司 島ノ江康広

ﾅｶﾞｻｶ ｱﾔﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾕﾅ ｱｵﾔﾏ ｱﾔｶ ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ ﾆﾜ ｶｲﾄ ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳｽｹ ｲﾄｳ ｹｲｾｲ

長阪　綾苗 西村　優菜 青山　彩花 木下　遥 丹羽　海太 和泉　健太郎 東城　幸翼 伊藤　敬星

木下秀明 伊藤　篤敬
ﾀｶｷﾞ ﾐﾕ ﾐｽﾞｷ ﾊﾙｶ ﾏﾌﾞﾁ ﾁｴﾘ ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾄｱ ﾐﾀ ﾀｶｼｹﾞ ｶﾜｲ ｼﾞｴｲ

高木　美佑 水木　春花 馬渕　智衣里 鈴木　陽彩 長谷川　貴優 山田　虎空 三田　貴樹 河合　慈英

水木八郎 三田　敏彦

ｱｻｲ ﾐｻﾄ ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ ﾏｴﾀﾞ　ﾕﾘｱ ｱﾝﾄﾞｳ ﾎﾅﾐ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ ﾌｸﾀ ｺｳｼ ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾔ ﾏﾂｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ

浅井　美里 吉田　汐織 前田　有梨亜 安藤　穂南 藤原　琢人 福田　孔子 服部　雅也 松岡　翔大郎

吉田知史 前田達輝 藤原　友美

ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾗ ｶﾐﾔ ｿﾗ ｻｶｵ ﾕｳ ｳｴﾀﾞ　ﾘﾅ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾔ ｻﾜﾉ ﾀｸﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾕﾏ ﾅｶｵ ﾘｮｳﾀ

長谷川　せら 神谷　そら 坂尾　優有 上田　莉奈 加藤　遼也 澤野　匠 鈴木　歩真 中尾　亮太

長谷川　信吾 神谷哲史 坂尾和之 澤野恭朗 鈴木 敏秀

ｱｻｸﾗ ﾁｶｺ ﾅｶﾉ ｷﾗﾗ ﾀﾈﾑﾗ　ﾐｺﾄ ﾀｶﾊﾗ　ｶﾅ ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｷ ﾀﾜﾗ ﾔﾏﾄ ｵｶﾀﾞ　ﾘｭｳｸ

朝倉　千夏子 仲野　綺良々 種村　海琴 高原　花奈 田中　裕基 松岡　龍希 田原　和 岡田　竜空

朝倉秀昭 田中靖人 松岡直樹 田原　繁 岡田圭司

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾘ ｱｷﾀ ﾗﾝ ﾈﾓﾄ ﾘｺ ｼﾓｻｶ ﾕｳﾄ ﾕﾊﾗ ﾋｶﾙ ｳﾗｶﾍﾞ ﾀｲｲ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ

藤原　侑奈 杉浦　愛梨 秋田　藍 根本　梨瑚 下坂　優斗 湯原　光 浦壁　大尉 坂口　諒馬

藤原久嗣 杉浦　博倫 秋田　法子 根本慎也 下坂政利 湯原　健 浦壁由美子 坂口　誠悟

ﾑｶｲ ｼｽﾞｸ ｷﾑﾗ ｱﾏﾈ ｶﾜﾀﾞ ﾊﾅﾅ ﾃﾗｵｶ ｻﾔｶ ﾔﾌﾞ ﾘｮｳｲﾁ ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾄ ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｵｵｿﾞﾗ

向井　静玖 木村　天音 川田　花菜 寺岡　沙弥香 藪　凌一 大谷　元気 近藤　港 東出　大空

向井　憲太朗 木村 大輔 川田千沙 寺岡 純子 藪　賢一 大谷　秀人 近藤　研二 東出　耕典

ｻﾀﾞﾅｶﾞ ﾏｼﾛ ｳﾗ ｱﾔｶ ｶﾈｺ ﾏﾅｶ ﾀﾅｶ ﾋﾅ ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾕｷ ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ ｻｴｷ ｹｲﾄ ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ

貞永　茉白 浦　礼香 金子　真果 田中　陽菜 山下　勝将 坂本　迅 佐伯　啓斗 竹内　大悟

貞永　卓美 浦　美穂 金子　洋一 田中 晃子 山下有貴 坂本文二郎 佐伯　輝彦 竹内　友美

ｸｾ ｶﾉｶ ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｱｵｲ ﾊｯﾄﾘ ﾋﾄﾐ ﾖｼﾓﾄ ｱﾕ ﾕｳﾀ ﾋﾛﾑ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾐｽﾞﾉ ﾚｵ ｵｸﾑﾗ ﾚｲ

久世　夏乃香 貞永　葵生 服部　仁美 吉本　あゆ 夕田　大夢 寺島　諒 水野　伶皇 奥村　礼惟

久世　淳 貞永　恵美 服部　美和 吉本清志 夕田　賢吾 寺島真吾 水野　賢 奥村竜一

ｷﾉﾓﾄ ｿﾗ ﾏﾙｲ ﾅﾂﾐ ﾏﾙﾔﾏ ｱｲ ｱｶﾏﾂ ﾅｷﾞｻ ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾄﾐﾀ ｹｲﾄ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

木ノ本　星空 丸井　捺美 丸山　愛 赤松　渚 東城　大翔 藤原　裕次郎 冨田　啓斗 溝口　亮太

木ノ本晶 丸井康夫 丸山　徹 赤松進至 東城　靖基 藤原　裕之 冨田俊哉 溝口恵理

ｽｽﾞｷ ﾏﾅｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾅ ﾀﾞｲｺﾞｳ ﾋｶﾙ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾏ ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｵﾝ

鈴木　愛佳 柳澤　美那 大郷　光瑠 寺島　柚季 黒田　裕稀 大谷　翼 近藤　曜司 小林　翔音

鈴木章一郎 柳澤　弘 大郷　守利 寺島真帆 黒田　貴之 近藤 有司 小林靖

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ ﾐﾂｲ ﾕﾅ ｱｵﾔﾏ ﾋﾅｺ ｱｷﾀ ﾋｶﾘ ｳｴﾀﾞ　ｼｮｳﾀ ﾔﾏｶﾜ ﾄﾑ ｶﾈｻﾞｼ ﾄｵﾔ ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ

小林　りょう 三井　優奈 青山　日向子 秋田　光梨 上田　翔太 山川　斗夢 金指　統哉 新井　龍紀

小林　正明 三井 泰範 青山よしゆき 秋田　文弘 上田　将之 山川隆宏 金指徹 新井　隆洋

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　関西・東海予選大会　３月１７日（日）亀山ゴルフクラブ

※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。　.

15－17女→13－14女→11－12女→9－10女→7－8女 15－17男→13－14男→11－12男→9－10男→7－8男

OUT IN

1 ７：３０ 1

2 ７：３８ 2

3 ７：４６ 3

4 ７：５４ 4

5 ８：０２ 5

6 ８：１０ 6

7 ８：１８ 7

8 ８：３１ 8

9 ８：３９ 9

10 ８：４７ 10

11 ８：５５ 11

12 ９：０３ 12

13 ９：１１ 13

14 ９：１９ 14

15 ９：２７ 15

16 ９：４０ 16

17 ９：４８ 17

18 ９：５６ 18

19 １０：０４ 19

20 １０：１２ 20

21 １０：２０ 21

22 １０：２８ 22

25 １０：５２ 25

23 １０：３６ 23

24 １０：４４ 24


