
たけべの森ゴルフ倶楽部　2021.2.27（土）

※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。

※組数が黄色く塗りつぶされている組に関しては、現在カート運転手がおりません。ご協力をお願い致します。

（カート運転手をして頂ける方は、当日大会受付の際にお申し出下さい。※ご自身のお子様の組について頂けます。）

※キャディ・カート運転手が複数名いる組については、カートの運転は順番に行うなど相談してお決め下さい。

組 組
ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｵﾝ ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾊﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾐﾔｹ ﾕﾅ ﾏﾂｲ ﾘｱﾗ ﾐｾ ﾏﾘｱ

堀口　獅恩 和田　知也 浜渕　裕生 三宅　結菜 松井　流愛蘭 三瀬　舞愛

堀口　勝弘 峯森　久夫

ﾑﾗﾔﾏ ｷﾞﾝｶﾞ ｵﾊﾗ ﾘｷ ｻﾄｳ ｿﾗ ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ ﾌｸﾀﾞ ﾒｲ

村山　銀河 小原　力 佐藤　大空 河邉　りえ 中村　真菜 福田　萌維

中村　めぐみ

ｵｶ ｶｽﾞｷ ﾏﾅﾍﾞ ｺｳ ﾌﾙｾ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾐﾀﾆ ﾊﾔﾃ ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ ｻｶﾞﾜ ｶﾎ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾏﾆﾜ ﾐｶ

岡　和輝 眞鍋　晄生 古瀬　幸一朗 三谷　颯 河口　実成 佐川　佳帆 川端　悠衣 真庭　光花

佐川　みなみ

ﾅｶﾓﾄ ｵｳｷ ﾏﾂｲ ﾘｳﾗ ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ ﾀﾄﾞｺﾛ ｻｱﾗ ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ ﾋｻﾅｶﾞ ﾓﾓｶ ﾔﾏｵｶ ﾙｲ

中本　旺希 松井　琳空海 武田　紘汰 田所　さあら 森田　彩夏 久永　萌々香 山岡　瑠生

中本　伸明 武田　広昭 西村　明

ﾏﾂﾅﾐ ｼｮｳｷ ｵｶ ｺｳｷ ﾋｻﾂﾈ ﾕｳｷ ﾋﾗｵ ｶｹﾙ ﾓﾘ ﾕｲ ﾀｻｷ ﾏﾘﾅ ｼｹﾞｴﾀﾞ ﾜｶﾅ ｶｶﾞﾜ ﾘﾎ

松並　将輝 岡　幸樹 久常　優樹 平尾　翔 森　愉生 田崎　真里夏 重枝　和佳奈 香川　倫穂

松並　将征 平尾　英嗣 香川　誠之

ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ ｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ ｶｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝ ﾌｼﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ ｲﾉｳｴ ﾋﾅ ﾋﾛｾ ﾊﾙﾅ ｱｵｲ ﾋﾒﾅ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾐ

松本　瞬乃介 香川　倫輝 梶谷　駿 藤田　一平 井上　姫花 広瀬　春菜 青井　姫奈 松本　愛未

松本　暢文 香川　誠之 梶谷　教義 松本　修一

ｲﾉｳｴ ｽｲ ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ｸｻﾅｷﾞ ｻｸﾗ ｲﾉｳｴ ｱﾐﾅ ﾏﾆﾜ ｻｷ ﾅﾀﾞ ﾏｺ

井上　翠唯 山崎　晴稀 福田　美来 草薙　さくら 井上　蒼海奈 真庭　咲希 名田　真子

井上　和明 山崎　麻紀 井上　達夫

ﾓﾘ ﾏﾅﾐ ｶﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ ｺﾏﾂ ﾘｱﾝ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ｻｶﾞﾜ ｱﾝﾅ ｷｸﾀ ﾋﾅ ｷﾞｵﾝ ﾐｲﾅ ﾅﾀﾞ ﾘｺ

森　愛深 神田　陽色 小松　莉杏 龍本　奈月 佐川　安奈 菊田　ひな 祗園　美衣菜 名田　莉子

神田　昌紀 小松　利年 菊田　徹

ﾐｷ ﾒｲ ﾉｸﾞﾁ ｴﾐﾘ ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｽﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ ﾐｷ ｿﾗ ﾅｶｿﾈ ﾘｮｳｶﾞ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

三木　夢依 野口　笑里 橋本　優那 小笠原　瑞季 吉田　龍桜 三木　蒼空 仲宗根　諒翔 本田　大凱

野口　雅岳 小笠原　孝弘 吉田　敬蔵

ﾀｵｶ ﾘｮｳｶﾞ ﾀﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ﾀｵﾀﾞ ｱｵｼ ﾀｵﾀﾞ ｻｸｱ ｷﾀﾀﾞ ﾘｸ ﾅｶｳｴ ﾘｮｳﾏ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ

田岡　凌叶 龍本　晃 垰田　碧士 垰田　朔天 北田　聖久 中上　遼真 山本　煌大

田岡　芳明 龍本　佳輝 垰田　千恵 北田　茂巳

ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛ ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｱﾗｷ ﾗﾝﾏﾙ ｺｳﾓﾄ ｼﾞﾝ ｼﾐｽﾞ ﾗｲﾄ ﾋｶﾞ ﾚｵ ﾀｶﾊｼ ｲﾌﾞｷ

森下　紘 福田　翔太 新木　蘭丸 甲元　迅 清水　藍生斗 比嘉　玲王 高橋　依吹

森下　慎也 福田　健吾 新木　克典 甲元　利也

ﾏｷﾉ ｲﾁﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｾｲ ｸﾛｴ ｼﾞﾝ ｵｵｼｵ ﾘｺ ｸﾎﾞ ｶﾉﾝ ﾏﾂｷ ﾐｻｷ

牧野　壱哉 藤原　諒星 黒江　仁 大塩　莉心 久保　椛音 松木　実咲

牧野　公一 藤原　和彦 黒江　浩史 大塩　香緒留 久保　健一郎 松木　宏明

ｵｶﾍﾞ ｶｵﾙ ｵｵｼｵ ﾏﾎ ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾚ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁﾂﾞﾙ ｶﾜｻｷ ｲﾁｶ ﾀｶｶﾞｷ ﾕﾂﾞｷ

岡部　薫 大塩　茉帆 安藤　すみれ 川端　千鶴 川崎　依知花 高垣　柚月

岡部　涼介 大塩　義晴 安藤　大祐 川端　剛 川崎　健司 高垣　保男

1 ８：００ 1

※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。　.

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

15-18男→13-14男→11-12女→9-10男→7-8男女 15-18女→13-14女→11-12男→9-10女

OUT IN

2 ８：０８ 2

3 ８：１６ 3

4 ８：２４ 4

5 ８：３２ 5

6 ８：４０ 6

7 ８：４８ 7

8 ８：５６ 8

9 ９：０４ 9

10 ９：１２ 10

11 ９：２０ 11

12 ９：２８ 12

13 ９：３６ 13


