
※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 時間 組
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ﾊｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｶｲﾘ ｻｻｷ ｶｽﾞﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ

渡辺　和希 石田　瑞樹 羽澤　大地 椿原　海里 佐々木　和奈 藤田　桃香 高橋　恵

羽澤　正一 佐々木久美子

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ｱﾍﾞ ｶﾝﾀﾛｳ ﾖｺﾀ ﾘｭｳｾｲ ﾆｯﾄｳ ｹｲｽｹ ﾑﾗｲ ﾕｳﾅ ｷﾐｮｳ ｾｲﾅ ｻﾄｳ ｱﾔﾅ ﾖｼﾀﾞ ｷｯｶ

高橋　佑弥 阿部　莞太郎 横田　竜成 日塔　啓介 村井　悠那 木明　聖奈 佐藤　彩奈 吉田　菊花

横田　和好 佐藤

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ ｶﾜｻｷ ﾚﾝ ｻﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ ｶﾝﾉ ｶｽﾞｷ ｱｵﾔﾏ ｻｸﾗ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵ ﾀｶｸ ﾕｳﾅ ﾋﾙﾀ ﾐﾅﾐ

市川　稜 川崎　廉 佐藤　桂太朗 管野　一輝 青山　桜 坂東　奈央 高久　ゆうな 蛭田　みな美

市川　 蛭田

ｺｲﾄﾞ ｷｮｳﾀ ｺﾝﾉ ﾀｸﾐ ｻｻｷ ｶｲﾄ ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾀｶﾊｼ ｾｲ ﾉﾍﾞ ﾕｳｶ ｷﾑﾗ ﾚｲ ｲﾜﾔ ﾐｶ

小井土　峡太 今野　匠 佐々木　魁斗 石川　大輝 高橋　清 野辺　優夏 木村　怜衣 岩谷　弥佳

今野 岩谷信弘

ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾏﾂｵ ﾕｳｷ ｻｻｷ ｼﾞﾝ ﾏﾂﾑﾗ ﾏｺﾄ ｻｸﾏ ﾘﾘｺ ﾜﾀﾍﾞ ﾅﾂｷ ｵｵﾑﾗ ﾐﾅﾐ ｻｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ

池田　春樹 松尾　勇輝 佐々木　仁 松村　誠 佐久間　梨々子 渡部　夏生 大村　みなみ 齋藤　楓

池田 渡部芳久

ﾏﾂｵ ﾋﾛｷ ﾔﾉ ﾏｻｼ ﾖｺﾏﾁ ｺｳﾀ ﾋﾗﾂｶ ｱﾑ ｻｶｲ ﾋﾖﾘ ﾊﾝﾀﾞ ｻｴ ｶﾝﾉ ｱﾕﾐ

松尾　洋輝 矢野　晶士 横町　洸太 平塚　新夢 酒井　ひより 飯田　彩愛 管野　あゆみ

横町 平塚俊郎

ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ﾅﾂﾎﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ｵｵﾀ ﾕﾘｴ ｻﾄｳ ﾕｳ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾐ

前川　大輔 夏堀　裕大 藤村　浩幸 太田　百合絵 佐藤　優 木下　祐実

前川　聡

ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾔ ｻﾄｳ ｹｲｽｹ ｲｼｻﾞﾜ ﾁｻﾄ ｱﾗｲ ﾀﾂﾉｼﾝ ﾅﾅﾐﾔ ｷﾐｶ ｲﾄｳ ﾏﾕｺ ﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾊ ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾗ

中村　カイヤ 佐藤　圭将 石澤　祐怜 荒井　竜之進 七宮　紀美佳 伊藤　真由子 田中　柚羽 久保田　さくら

久保田篤

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ ｲｶﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ ﾐｳﾗ ﾋﾛﾌﾐ ｵｸｻﾞｷ ｿｳﾀ ﾋﾛｻﾜ ｷｮｳﾍｲ ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾞﾝｶﾞ ｳﾂﾐ ｼｮｳﾀ

小林　周平 猪狩　広大 三浦　寛史 奥崎　颯大 廣澤　京平 遠藤　銀河 内海　将太

猪狩行久 遠藤裕士

ﾔﾉ ﾀﾂﾉﾘ ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｷ ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ

矢野　辰典 村上　晴貴 渡辺　悠斗 岩崎　裕斗 阿部　修也 武田　浩輝 鈴木　慈音

村上 岩崎　智也

ｻｶｲ ﾓﾓﾖ ｺｵﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾍｲ ｺﾑﾗ ﾕｳﾀ ｸﾜｼﾏ ﾀｲｷ

酒井　ももよ 郡山　瞳 大須賀　望 和田　良太 猪股　柊平 小村　優太 桑島　大紀

酒井見吾 猪股良和

ｻﾄｳ ﾘﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ｵｵﾀ ﾚｲｶ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ ｸｻﾉ ｼｮｳﾀ ｲｼｵｶ ｼﾞｮｳ ｻﾄｳ ﾘﾖｳﾀﾛｳ

佐藤　李美 小林　千夏 大田　麗華 中村　凜 草野　祥汰 石岡　丈 佐藤　亮太朗

佐藤喜克 草野憲一

ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ ﾀｶｸ ﾐﾅﾐ ｻｻｷ ﾜｶﾅ ﾜﾀﾍﾞ ﾀｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳ ｲｹﾉ ﾔｽﾕｷ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ

山口　すず夏 高久　みなみ 佐々木　稚梨 渡部　太一 中村　竜 池野　泰由貴 倉林　太聖

山口裕之 佐々木　政行 渡部和恵

ﾐｶﾐ ﾊﾅﾉ ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｶ ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ ｲｹﾀﾞ ﾀﾛｳ ﾌｶﾜ ｺｳｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ

三上　花乃 工藤　未望 小泉　友佳 黒澤　光 池田　太郎 府川　洸己 鈴木　秀幸

工藤英利 池田

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾘｶｺ ﾉﾍﾞ ﾅﾅｺ ﾖｺﾔﾏ ﾓﾓ ｼﾅｶﾞﾜ ｶﾎ ｾﾐｶﾜ ﾀｲｶﾞ ｲﾁｶﾜ ﾋｶﾙ ﾎｳｾﾝ ｹﾞﾝｷ ﾜﾁ ｶｲﾄ

南澤　莉佳子 野辺　奈々子 横山　もも 品川　香穂 蝉川　泰果 市川　輝 宝泉　研輝 和知　快斗

南澤　一右 品川幸三 市川

ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾅ ｶﾈｺ ﾐｽｽﾞ ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｷ ﾔｼﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｶﾐﾔｺｳﾉｽｹ

鈴木　花梨 横田　一夏 金子　みすず 黒澤　大輝 矢治　竜乃介 神谷幸之介

鈴木裕輝夫 横田淳一 黒澤　淳一 神谷宗之介
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾖ ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾒ ｱｿ ﾎﾅﾂ ﾔﾏｻｷ ﾉｱ ﾜﾁ ﾚﾝﾄ ｶﾏﾃ ﾏﾋﾛ ﾌｶﾜ ﾊﾙﾄ

西澤　里世 小泉　友恵 阿曽　帆夏 山崎　乃亜 和知　蓮斗 鎌手　真尋 府川　流士

西澤　賢治 阿曽　忍 石川新吾 狩野　英司 鎌手宣行 府川昌義

ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｲｱｲ ｱｷﾊﾞ ﾚｲﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ ﾄﾖﾀ ﾕｳｺﾞ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼｭﾝｷ

三浦　琴未 小笠原　唯愛 秋葉　怜奈 丸山　泰輝 田中　樹 豊田　悠悟 泉田　駿輝

小笠原　和彦 秋葉勝義 丸山　徹 田中 健 豊田　幸二 泉田賢司

ｳﾂﾐ ﾘｺ ｾｷｸﾞﾁ ｴﾏ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾖｶ ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ

内海　理子 関口　絵万 鈴木　優菜 遠藤　吏紗 渡辺　そ代加 社本　桜子 工藤　奈々実

内海将幸 関口和美 遠藤竜一 渡辺和枝 社本晃 工藤正

ﾔｼﾞ ﾅﾂﾉ ｸﾄﾞｳ ﾉﾉｶ ｳﾁﾐ ｱﾆｶ ｱﾍﾞ ﾓｶ ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｲ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳ

矢治　夏乃 工藤　乃ノ佳 内海　あにか 阿部　百花 樺澤　友依 倉林　紅

矢治　宏一 工藤正 阿部　喜明 樺澤正明 倉林大作
ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾀｲｶﾞ ｻｶﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ
ゴヴォロヴスキー　大河 酒田　隆太郎 渡辺　大輔

ゴヴォロヴスキー・セルヒー 酒田　淳一 渡辺厚司

ﾊﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ ｵｵｲｼ ﾖｼｷ

畑原　大輝 大石　恵輝

畑原秀樹 大石　義和

21 １０：２１ 21

22 １０：３０ 22

19 １０：０３ 19

20 １０：１２ 20

17 ９：４５ 17

18 ９：５４ 18

15 ９：２７ 15

16 ９：３６ 16

13 ９：０９ 13

14 ９：１８ 14

11 ８：５１ 11

12 ９：００ 12

9 ８：３４ 9

10 ８：４２ 10

7 ８：１８ 7

8 ８：２６ 8

5 ８：０２ 5

6 ８：１０ 6

3 ７：４６ 3

4 ７：５４ 4

1 ７：３０ 1

2 ７：３８ 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　東北・北海道予選　4月13日（土）松島チサン仙台コース

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

ＯＵＴ ＩＮ


