
※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
ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ ﾋﾗﾂｶ ｱﾑ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ｻｶｲ ﾋﾖﾘ

塚本　大輝 小林　周平 田村　将人 平塚　新夢 新藤　励 酒井　ひより

小林　功樹 平塚　俊郎 新藤　英彦

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ ｵｵﾑﾗ ﾐﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ｸﾗﾅｶﾞ ﾋｶﾘ ｵｸﾀﾞ ﾏｺﾄ

渡辺　悠斗 武田　正輝 鈴木　辰海 石坂　友宏 大村　みなみ 小林　千夏 倉永　光里 億田　真琴

石坂　宏 小林　美智子 丸尾　吉明

ﾓﾘｼﾀ ﾚﾝ ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ ﾏｶﾞﾗ ﾘｮｳﾏ ﾆｼﾜｷ ﾏｱｸ ｷﾑﾗ　ﾚｲ ｽｷﾞﾊﾗ ｱﾔｶ ﾐｳﾗ ﾓﾓｶ ﾌｼﾞﾀ ｱｲ

森下　蓮 野澤　竜次 間柄　両真 西脇　まあく 木村　怜衣 杉原　彩花 三浦　桃香 藤田　愛

杉原　健司 三浦　恭子

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｾﾘｻﾞﾜ ｼﾞｹﾞﾝ ｲﾁﾉｾ ｼｭｳﾄ ﾂﾁﾀﾞ ﾐｷ ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳﾘ ｷｸﾁ ﾚｲｶ ﾌﾙｴ ｱﾔｶ

竹田　弘登 鈴木　敬太 芹澤　慈眼 一ノ瀬　秀都 土田　三栞 吉田　優利 菊池　玲花 古江　彩佳

土田　誠

ｱｵﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ ｲｼｶ ｺｳｲﾁﾛｳ ｳﾁﾀﾞ　ﾅｵｷ ﾐﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｲｼｲ ﾘｵ ﾖｼﾓﾄ　ﾋｶﾙ ｺｳﾉ ｱﾝﾅ ｷｸﾁ ｶﾉﾝ

青山　晃大 石過　功一郎 内田　直輝 美村　凌我 石井　理緒 吉本　ひかる 河野　杏奈 菊池　花音

内田　智子

ﾔﾉ ﾏｻｼ ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾀ ﾖｼｶﾜ ﾓﾓ ﾌﾀｸﾁ ﾘｮｳ ｳｴﾀﾞ ｴﾐ

デバルバガブリエレ 矢野　晶士 島田　航汰 吉川　桃 二口　涼 上田　英実

島田　敏郎 上田　秀夫

ﾐｳﾗ ﾀｲｶﾞ ｱﾍﾞ ｶﾝﾀﾛｳ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾅ ｳｴﾊﾀ ﾓｴﾅ

三浦　大河 阿部　莞太郎 小川　翔 高橋　恵 高木　優奈 上畠　もえな

上畠　道昭

ｻｻｷ ｶｲﾄ ｺﾝﾉ ﾀｸﾐ ｵｵｲﾜ ﾘｭｳｲﾁ ﾏﾜﾀﾘ ｾｲﾔ ﾖｼｻﾞｷ ﾐｻｷ ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｷ サエキ　アカネ

佐々木　魁斗 今野　匠 大岩　龍一 馬渡　清也 芳崎　海沙稀 竹内　美雪 佐伯　珠音

大岩　鉄生 佐伯　理津子

ｼﾓﾀﾞ ﾕｳﾀ ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ ｵﾘﾀ ﾘｮｳ ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ﾅｶﾞｲ ｶﾅ ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾐ ｼﾊﾞﾀ ｶﾅ ﾋﾙﾀ ﾐﾅﾐ

下田　雄大 金子　優将 折田　涼 栗本　和博 永井　花奈 野口　彩未 柴田　香奈 蛭田　みな美

金子　徳明 栗本栄治 柴田　安宏

ヨネハラ リキト ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｼﾞ ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ ｵｵｲｼ ﾖｼｷ ﾆｼﾔﾏ ﾁﾘ ﾌﾙﾔ ﾕｳｶ ｷﾉﾓﾄ ｿﾗ ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ

米原　力斗 近藤　曜司 大久保　海 大石　恵輝 西山　知里 古谷　優花 木ノ本　星空 工藤　奈々実

頼田譲 近藤 有司 大久保　政彦 大石　恵輝 西山　明宏 古谷雄知 木ノ本晶 工藤正

ｼﾐｽﾞ ｸﾗﾉｽｹ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｵﾝ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ﾓﾘ ﾕｲ ｱｵﾔﾏ ﾋﾅｺ ｻﾄｳ ｶﾚﾝ

清水　蔵之介 吉田　京介 斉藤　隼人 小林　翔音 川畑　優菜 森　愉生 青山　日向子 佐藤　夏恋

清水　雄之進 吉田　博史 斉藤 功 小林　一美 川畑 貴彦 森昭博 青山よしゆき 佐藤栄一

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾀ ｶﾂﾏﾀ ｼｮｳ ﾉﾑﾗ　ﾚｵﾅ ﾔﾏﾍﾞ ﾘﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾕﾅ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ

中村　勇貴 杉浦　悠太 勝俣　翔 野村　玲緒奈 山邊　里奈 西村　優菜 雪野　若葉

杉浦博倫 野村　年明 山邊　裕美

ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ ｲｼｵｶ ｼﾞｮｳ ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ ﾆｼｵｶ ﾘｶｺ ﾁﾝｼﾞｭ ｱｲｶ ｵｵｼﾏ ﾙﾙｶ ｲｼｶﾜ ｾｲﾅ

新井　隆一 石岡　丈 黒澤　光 西岡　利佳子 鎮守　愛佳 大島　瑠々海 石川　聖奈

新井　恵子 石岡　睦 西岡　総 後藤　知弘 大島　恵 石川　亜紀

ﾖｼｻﾞｷ　ﾊﾙｷ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀ ｺﾑﾗ ﾕｳﾀ ｼﾓｼﾞ ﾀｶﾌﾐ ﾖｼｶﾜ ｸﾙﾐ ｵﾉｻﾄ ﾘｱ ｲﾄﾞｶﾞﾜ ﾅﾂ ﾏﾆﾂｸｽ ｼﾞｮｲｱｹﾐ

芳崎　陽紀 池田　悠太 小村　優太 下地　琢史 吉川　くるみ 小野里　リア 井戸川　奈摘 まにっくす　じょいあけみ

吉川　繁典 小野里富夫

ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾔﾏ ｶｲｾｲ ﾆﾜ ｶｲﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞｶ ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ﾌﾙｶﾜ ﾘﾙｱ

前田　光史朗 児玉　章太郎 藤山　開晟 丹羽　海太 山口　すず夏 中川　成美 小林　千夏 古川　莉月愛

藤山等史 山口　裕之

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ﾐﾜ ﾕｳｼﾛｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾏｽｻﾞﾜ ｲﾛﾊ ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｳ ｿﾉﾀﾞ ﾕﾘｱ ﾏｻﾀﾞ ﾕﾒﾉ

鈴木　晃祐 三輪　有志朗 中澤　大樹 豊田　龍生 増澤　彩巴 後藤　未有 園田　結莉亜 政田　夢乃

鈴木勝成 後藤　知弘

ｲｼｶ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ ﾅｶｵ ﾘｮｳﾀ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾔ ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾞﾝｶﾞ ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾘ ﾃﾂﾞｶ ﾐﾔﾋﾞ ﾀｶｸ ﾐﾅﾐ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾅﾐ

石過　龍次郎 中尾　亮太 相原　諒哉 遠藤　銀河 長野　未祈 手束　雅 高久　みなみ 望月　美甫

遠藤　裕士 長野　勝 手束　真章 望月吉克

ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ ﾂﾙﾋｻ ｹｲ ｾﾐｶﾜ ﾀｲｶﾞ ﾋｻﾂﾈ ﾘｮｳ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾅﾜﾀ　ﾘｮｳｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ

石川　慎之介 加藤　渉 鶴久　慧 蝉川　泰果 久常　涼 田中　雄貴 縄田　領一 小林　大河

蝉川佳明 久常　正人 田中　敬介 小林　靖

ｱﾍﾞ ﾐｸ ｵｾﾞｷ ｱﾐﾕ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾗ ﾅｶﾊﾗ ｱﾐ ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾏ ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝｷ

阿部　未来 尾関　彩美悠 長谷川　せら 中原　碧望 田中　裕基 川畑　京太郎 寺西　遼馬 大谷　元気

阿部正博 尾関　美成 長谷川　心俉 中原　直継 田中靖人 川畑　志保子 大谷　秀人

ﾃﾗｵｶ ｻﾔｶ ｲﾏｲ ﾐｽﾞﾎ ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ ｱｻｸﾗ ﾁｶｺ ﾕﾊﾗ ﾋｶﾙ ﾓﾘﾐﾂ ﾕｳｷ ｳﾗ ﾘｸｼ ｶﾄｳ ﾏｻﾙ

寺岡　沙弥香 今井　瑞穂 細田　詩織 朝倉　千夏子 湯原　光 森満　裕貴 浦　理玖史 加藤　將

寺岡 純子 今井 かおり 細田英宏 朝倉秀昭 湯原　健 森満修一 浦健一 加藤　公一

ﾓﾘﾀ ｱﾔﾈ ｺｼﾀﾞ ﾔｽﾊ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾖ ｲﾁﾑﾗ ｱﾝ ｻｸﾗｲ ｺﾞｳ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

森田　彩音 越田　泰羽 西澤　里世 市村　杏 櫻井　豪 鈴木　隆太 北川　将圭 鈴木　雄太

森田　政之 越田　直人 市村強志 櫻井　一也 鈴木　佳美 北川　圭伸 鈴木和樹

ｲﾊﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ｶﾐﾔ ｿﾗ ｱﾀﾞﾁ ｱﾘｻ ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ ｵﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ ﾌｸｽﾞﾐ ｼｭｳ

伊波川　彩名 神谷　そら 安達　有沙 三浦　琴未 小林　拳史郎 小田　祥平 福住　修

平野　義裕 神谷哲史 安達啓一郎 佐々木　政行 小林　武彦 小田　渉 福住昭浩

ﾀｶｷﾞ ﾘｵﾝ ﾖｼﾓﾄ ｱﾕ ｳﾁﾐ ｱﾆｶ ｶﾐﾔｺｳﾉｽｹ ﾀｻｷ ﾊﾙｷ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳ

高木　りおん 吉本　あゆ 内海　あにか 神谷幸之介 田崎　春樹 寺島　諒

高木英行 吉本清志 内海雄亮 神谷宗之介 田崎　則子 寺島真吾

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｷ ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾏ ﾄﾖﾀ ﾕｳｺﾞ

内田　航貴 白石　一馬 豊田　悠悟

内田隆彦 白石大介 豊田　順子

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　決勝大会　5月12日（日）　花の木ゴルフクラブ

※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。　.
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