
※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
ｶｼﾞﾔﾏ ﾏﾘﾅ ﾀｹﾔﾏ ｶﾘﾝ ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｺｳ ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ

梶山　万里奈 竹山　佳林 西山　大広 福田　航規

竹山　 西山幸男

ｺｳｶﾞﾐ ﾎﾉｶ ﾔｽﾓﾄ ﾐｻｷ ｶｻﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ｺｻｲﾋﾗ ﾕｳﾜ ｶﾅﾐ ﾀｶﾔｽ

鴻上　ほの花 安本　美咲 笠原　響 栗本　和博 小斉平　優和 金見　臣恭

笠原 栗本

ｻﾉ ﾏﾄﾞﾘ ﾋｶﾞｼ ﾌｳｶ ﾅｶｵ ｱﾔﾉ ｻﾜﾀﾞ　ﾁｶ ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾀ ｾｷ ｺｳﾀ ﾔﾏｻｷ ﾙｲ

佐野　円梨 東　風花 中尾　彩乃 澤田　知佳 島田　航汰 関　皐太 山崎　壘

東

ｵｶﾞﾜ ｳﾗﾗ ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾈﾈ ﾏﾂｼﾏ ｶﾉﾝ ｻｻｷ ｴﾅ ﾔﾏﾅｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀｲﾖｳ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ

小川　うらら 後藤田　寧々 松島　華暖 佐々木　瑛菜 山長　孝太郎 藤山　大耀 鈴木　慶太

松島　靖昭 鈴木　直行

ﾆｼﾀﾞ　ﾏﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ ｶｶﾞﾜ ﾁﾖﾐ ｳｴﾀﾞ ﾓﾓｶ ｵｶｲﾁ ﾐｽﾞｷ ｸｽﾀﾞ ﾄﾉ ｶﾜﾓﾄ ﾘｷ

西田　茉楓 山本　斎 香川　ちよみ 上田　萌々香 岡市　瑞樹 楠田　常乃 河本　力

上田 哲也 河本　

ﾑｶｲ ﾅﾅﾐ ｽｴ ﾕｲｶ ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ｶﾜﾓﾄ ﾕｲ ｼｹﾞﾄﾓ ﾘｮｳ ｻﾀﾞﾄｳ ｹﾞﾝｷ ﾓﾘｻｷ ﾏｻﾔ ｺｳｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ

向井　七海 須江　唯加 杉原　彩花 河本　結 重友　稜央 定藤　玄輝 森崎　公也 鴻上　大和

(中尾暢人) 重友　

ﾌﾙｴ ｱﾔｶ ｼﾌﾞﾉ ﾋﾅｺ ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ ﾒｾ ｱﾕ ﾊﾗﾀﾞ ｾﾅ ｱｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾀｹﾔﾏ ｺｳｾｲ

古江　彩佳 渋野　日向子 鈴木　海咲 目瀬　亜友 原田　聖那 芦澤　大地 竹山　昂成

鈴木　 竹山

ｸﾗﾅｶﾞ ﾋｶﾘ ｸｻｶ ﾐﾂﾞｷ ﾀｸﾞﾁ ｻｸﾗ ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ ｵｵｼﾏ ｲﾉﾁ ﾄﾖﾔﾏ ﾘｮｳ ﾆｼﾜｷ ﾏｱｸ

倉永　光里 日下　瑞貴 田口　咲春 眞銅　彩加 大嶋　命 豊山　良 西脇　まあく

倉永　 西脇　まあく

ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ ﾉｷﾞ ｱﾔｶ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ ﾓﾘｼﾀ ﾚﾝ ﾔｽｲ ﾋﾛｷ ﾉﾀﾞ ﾕｳﾀ

高木　美空 雪野　若葉 野木　彩香 窪田　大紀 森下　蓮 安井　大貴 野田　悠太

野木博之 安井　

ﾅｶﾀ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾑﾗ ｺﾉｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾁｻﾄ ｶﾈｻﾞﾜ ﾀｸﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ｳﾒﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ

中田　希美 中村　好花 山本　千聖 兼澤　拓斗 中澤　大樹 梅田　展弘

中村　典嗣 梅田夏子

ﾋﾗﾉ ﾅﾅｺ ｺｳｶﾞﾐ ﾐﾗｲ ﾃﾂﾞｶ ﾐﾔﾋﾞ ｶｻﾊﾗ ｱｷﾗ ﾐﾁﾊﾗ ｹｲﾀﾛｳ ｲﾅｻﾞﾜ ｺｳｼﾛｳ

平野　菜々子 鴻上　みらい 手束　雅 笠原　瑛 道原　圭太郎 稲澤　航史郎

手束　真章 稲澤賢二

ﾜｼｵ ﾅｶ ﾏｻﾑﾈ ﾏﾘｱ ﾏﾆﾂｸｽ ｼﾞｮｲｱｹﾐ ｾﾐｶﾜ ﾀｲｶﾞ ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ ﾖﾈﾊﾗ　ｶｲﾄ

鷲尾　菜花 正宗　茉梨亜 まにっくす　じょいあけみ 蝉川　泰果 佐藤　太亮 近藤　航洋 米原　海斗

鷲尾博子 マニックス　グレッグ 近藤　康洋

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｷｺ ｲﾁﾊﾗ ｱﾐ ﾌﾙｶﾜ ﾘﾙｱ ﾌﾕﾉ ｱﾝﾅ ﾐﾜ ﾕｳｼﾛｳ ｵｵｲｼ ｱﾂﾔ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ

藤本　美祈子 市原　愛心 古川　莉月愛 冬野　杏那 三輪　有志朗 大石　敦也 岩崎　裕斗 加藤　渉

大原つぐ政 岩崎　智也

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ｵｲｶﾜ ﾘｺ ｵｶﾀﾞ ｺﾉﾊ ｲﾅｵｶ ｾﾘﾅ ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｽｹ ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ｳｷﾀ ﾂﾊﾞｻ

田村　榛花 及川　莉瑚 岡田　樹花 稲岡　世莉奈 石井　大樹 安東　蒼一 黒田　遼介 宇喜多　飛翔

稲岡　和郎 安東勝豊 黒田真彦

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ ｻﾀﾞﾔﾏ ｶｴﾃﾞ ﾆｲ ﾕｳｶ ｷｼ ｶｲﾄ ﾀﾅｶ ﾓﾄｷ ﾌｼﾞﾔﾏ ｶｲｾｲ ﾅｶｺﾞｼ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ

山口　ひかり 佐田山　楓 仁井　優花 貴志　魁斗 田中　元基 藤山　開晟 中越　仁一郎

山口　隆 佐田山　貴皓 仁井義行 中越岳士

ﾀｸﾞﾁ ﾗﾝﾅ ﾏﾂｲ ﾐﾕ ｶﾒｶﾞﾜ ﾐｳ ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ ﾊﾗﾀﾞ ｿﾗ ﾅｶﾊﾏ ｼｮｳ ﾑﾗﾐ ｿｳﾀ

田口　蘭名 松居　美佑 亀川　美羽 岡崎　和真 原田　大空 中濱　祥 村見　双汰

田口　秀男 松居 健二 亀川忠信 岡崎 直仁 原田雄一郎 中濱真一郎 村見文男

ｵｾﾞｷ ｱﾐﾕ ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ ﾌｸﾀﾞ ｻﾔ ﾀｹﾊﾞ ｺｳｷ ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ

尾関　彩美悠 細田　詩織 福田　紗耶 竹葉　光希 森下　響 古川　惣一朗 窪田　隼人

細田英宏 福田　康文 竹葉新二 古川貴士 窪田　裕一

ﾜｼｵ ｺﾞｳﾀ ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾀｶﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾖﾈﾊﾗ　ﾘｷﾄ ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾔ ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾏ ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ｶｻﾊﾗ ｹｲﾀ

鷲尾　剛汰 和田　春輝 高田　圭一郎 米原　力斗 松村　孝哉 寺西　遼馬 安東　潤一 笠原　慶太

鷲尾　剛 和田　優理香 高田　慎太郎 頼田譲 松村俊介 安東容子 笠原　宏

ｵｵｼﾏ ﾐﾅﾄ ﾓｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝｾｲ ｶﾜｻｷ ｼｮｳｴｲ ﾌﾅｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ ｳｴﾉ ﾘｵﾝ ｵｵｼﾏ ﾀｶﾗ ｻﾄｳ ﾊﾙﾔ ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ

大嶋　港 茂刈　淳晟 川崎　奨英 船川　凌我 上野　麟欧 大嶋　宝 佐藤　陽哉 北川　将圭

大嶋研一 茂刈孝子 船川茂之 上野倫睦 佐藤　純 北川　圭伸

ｵｵﾀ ﾀｶﾄﾗ ﾕｷﾏｻ ﾚｵ ﾋｻﾂﾈ ﾘｮｳ ｶﾄｳ ﾏｻﾙ

太田　尭虎 行正　怜恩 久常　涼 加藤　將

太田 貴光 行正　フミヒコ 久常　正人 加藤　公一

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　中国・四国予選大会　3月9日（土）赤坂レイクサイドカントリークラブ

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

OUT IN

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

19 １０：３２ 19

１０：４１ 20


