
※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
ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾖﾈ ﾏｻﾉｼﾝ ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾄ ｶﾜｶﾐ ｻﾔ ﾔﾏﾅｶ ﾘｵ ｵｵｶﾞ　ﾋﾛｶ ﾜﾀﾅﾍﾞｾﾘｰﾇｻﾔｶ

島津　健太郎 米　誠ノ心 市丸　貴翔 河上　紗彩 山中　梨緒 大賀　裕花 渡部　セリーヌ清香

市丸　忠直 渡部　幸子

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸ ﾏﾂｲ ﾏｻﾙ ｱﾄﾈ　ﾏﾅﾄ ｵｵﾂﾎﾞ　ﾃﾙ ｺﾆｼ ﾕﾒ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｳ ﾖｼｵｶ ﾐｽﾞｷ ﾊﾙﾔﾏ ｱｲ

村松　陸 松井　優 後根　愛斗 大坪　耀 小西　優恵 今村　美優 吉岡　瑞葵 春山　愛

村松　浩 小西　英樹

ｻｶｲ ｶｲﾄ ﾓｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝｾｲ ｻﾄ ｶｲｼｭｳ ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾎｳ ｵｵﾊﾞ　ｱｺ ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ ﾂｶﾓﾄ ｺｺ

坂井　海斗 茂刈　淳晟 里　海舟 木下　大峰 大庭　亜子 吉川　華鈴 塚本　心々

茂刈　孝子 塚本　剛

ｼﾓｿﾞﾉ ｺｳﾀ ｱﾘｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝ ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳﾔ ﾔﾏﾅｶ ﾏｵ ﾎﾝﾀﾞ ｻﾗﾝ ｶﾜﾉ ｷｵﾗ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲﾘ

下園　航太 有薗　純 冨田　大翔 山下　竜弥 山中　麻緒 本田　彩蘭 河野　きおら 谷口　愛莉

有薗　一樹 タニグチ　ハルミ

ﾃﾙｷﾅ ｱｻﾋ ｻｶｲ ﾄﾜ ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾕｲ ﾖｼﾏﾂ ｱﾔﾒ ｽｴﾅｶﾞ ﾕｷﾅ ﾏﾙｵ ﾚｲﾅ

照喜名　朝昇 堺　永遠 豊田　真太郎 梅林　結衣 吉松　彩夢 末永　雪菜 丸尾　羚水

堺　加代

ｾｷﾉ ｺｳｷ ｺｸﾎﾞ ﾋﾛﾄ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ ｵｵｶｷ ﾃﾝｼｮｳ ｺｼｵｶﾜ ｾﾘ ｻｶｲ ﾅﾅﾐ ｳﾗｻｷ ﾘｮｳ ﾐﾔｷﾞ ｷｮｳ

関野　晃希 小窪　都斗 橋本　侑樹 大柿　天嵩 小潮川　せり 坂井　七海 浦崎　涼 宮城　杏

ｾﾗ ﾋﾛﾑ ﾊﾏﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ ﾆｼﾊﾗ ｾｲﾏ ﾖｼﾏﾂ ｽｽﾞﾅ ｺﾐﾅﾄ ﾚｲﾗ ﾓﾘｻﾀﾞ ﾘｵ ｶﾀｵｶ　ｱﾐﾘ

世良　博 濵山　文飛 山川　雄太郎 西原　成真 吉松　鈴梨 小湊　鈴蘭 森定　凛桜 片岡　彩実里

小湊　宏光 片岡　賢善

ｺｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾔ ｸｶﾞ ｹﾝｼﾝ ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾌﾟｳ ﾅｶﾏ ﾘｵ ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ ｸﾛｷ ﾀｶﾗ ﾋﾗﾅｶ ｱﾔﾅ

古賀　遼平 樋口　大弥 久我　健心 西嶋　元風 中間　理桜 仲村　梓 黒木　宝 平仲　朱那

樋口　裕子 平仲　絢子

ﾖｼﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ ｾｷﾉ ｶｽﾞｷ ｿﾄﾜ ｼﾄﾞｳ ﾋﾗｵ ｻｷ ｱﾗｶｷ ｸﾗﾗ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ﾊﾀﾀﾞ ﾙｲ

吉永　匡一郎 田中　虎太郎 関野　雄希 外輪　獅童 平尾　咲希 新垣　くらら 豊田　ヒカル 畠田　瑠

ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｼ ﾔﾏｻｷ ﾖｼﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ﾄﾐﾀ ﾕｷ ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ ｸﾛｷ ﾕﾒ

高山　大維志 山崎　義也 山本　大勢 吉﨑　マーナ 冨田　有紀 宮城　柚 黒木　夢

ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ﾏﾙｵ ﾚｵ ｸﾛｷﾞ ｼﾝﾉｽｹ ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾝ ｳｼﾊﾗ　ﾕﾐ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ ｲｲｽﾞﾐ ﾙｲ ﾅｶﾊﾀ ｱｺ

海老沢　源太朗 丸尾　怜央 黒木　慎之介 津々見　航心 牛原　優美 須藤　みかな 飯泉　瑠偉 中畑　愛子

牛原　訓

ﾐｱｹ ﾚﾝ ｱｲﾂﾞ ｾｲﾉｽｹ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｶﾝ ｸｻ ﾋｸﾞﾁ ｺｺ ﾉﾐﾂ ﾘﾉ ﾎﾝﾀﾞ ﾑｳﾙ ﾋﾗﾊﾀ ｶｺ

三明　蓮 會津　誠之輔 橋本　一樹 姜　久史 樋口　瑚子 野満　俐乃 本田　夢麗 平畑　佳子

姜　男秀

ﾐﾔﾉ ﾊﾝﾅ ｲﾉ ｶﾐﾕ ﾃﾗﾓﾄ ｱｶﾘ ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾐｱｹ ﾕｳﾀ ﾊﾅﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ ﾕｱｻ ﾕｳﾀﾞｲ ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ

宮野　絆央 猪野　花美優 寺本　朱利 岡村　侑実 三明　優太 花田　幸之助 湯浅　優大 平田　兼慎

猪野　国暁 岡村　大輔 花田　英子

ｼｹﾞﾀﾆ ｶﾉ ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾙ ﾖｼｽﾞﾐ ﾓﾓｶ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ ﾋﾗｵ ｺｳﾀ ｲﾄｳ ｼｲﾀ ｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ ｲﾅﾀﾞ ｹﾝｼﾝ

重谷　花乃 中村　愛琉 吉住　百華 橋本　ゆう 平尾　孝太 伊東　海太 江田　龍生 稲田　堅心

中村　廉太郎 橋本　慎太郎 平尾　充孝

ﾏﾙｵ ｼｲﾅ ﾌｼﾞﾉ ｿﾗ ﾎｼﾋﾗ ｱｲ ｵｵﾂｷ ｺｺ ｺﾞﾔ ﾖｳｾｲ ｸﾛｷﾞ ｱｲﾄ ｶﾄｳ ﾚﾝ ｲﾄｳ ﾐﾅﾄ

丸尾　海七 藤野　蒼來 星平　愛 大槻　呼幸 呉屋　陽星 黒木　愛斗 加藤　蓮 伊東　湊

星平　周一 加藤　正雄

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉｶ ﾄｸｼｹﾞ ｱｵ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｲ ﾑﾗﾀ ﾄｳｼﾞ ﾔﾏｻｷ ﾀｲｷ ｵｵﾏﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾏ ﾘｷ

渡邉　希風 徳重　藍 長野　姫詩 永山　藍生 村田　統児 山崎　太喜 大町　晋太郎 中間　理稀

徳重　明 中間　幸代

ﾀﾑﾗ ﾋﾛ ﾐﾔﾓﾄ ｴｲｼﾞｭ ｽﾄｳ ｲﾂｷ ﾋﾓﾄ ｴﾘﾅ ﾕｱｻ ﾎﾉｶ ｺﾞﾔ ﾓﾓｺ

田村　比呂 宮本　瑛樹 須藤　樹 日元　恵里菜 湯浅　穂花 呉屋　萌々子

田村　正義 宮本　実里 須藤　将行 松永　新吉 湯浅　達夫 呉屋　琢磨

ｵﾀﾞ ｴｲﾀ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾆ ﾂﾂﾐ ﾚｲﾅ ｱｵｲ ﾈﾈ ｺｼﾐｽﾞ ｴﾘｶ

織田　瑛太 廣木　直翔 宮本　洵維 津々見　怜奈 青井　寧々 越水　愛理花

織田　賢一 廣木　梨恵 宮本　茉由子 津々見　景 青井　聡 越水　隆行

ｱﾗｶｷ ｼﾝﾘ ｼﾊﾞﾊﾗ ｺｳｷ ｴﾀﾞ ｲﾄ ｸﾛﾂ ｺｺﾈ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅｺ ｳﾁﾔﾏ ﾆｲﾅ

新垣　信莉 芝原　航輝 江田　伊兎 黒津　心音 藤本　南々子 内山　仁愛

新垣　博章 芝原　茂男 江田　龍彦 野村　年秋 藤本　陽一郎 内山　拓士

ﾋﾗｲ ｹﾝﾄ ﾅｶﾞｾ ﾀｸﾐ ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾆｼﾀﾞ　ﾘﾝ ﾋﾀﾞ ｱｲﾘ ﾊﾏﾔﾏ ﾐﾎ

平井　健登 長瀬　巧 亀田　悠生 西田　鈴 飛田　愛莉 濵山　扇帆

平井　義久 長瀬　ヒロシ　 亀田　学 西田　毅 飛田　英一 濵山　与司夫

ﾀﾅｶ ﾀｲｷ ﾃﾙｷﾅ ｱｼｭｳ ｼﾏﾀﾞ ﾓﾐｼ ｿｴﾀﾞ ﾒｲ

田中　大貴 照喜名　朝友 嶋田　もみじ 添田　芽依

田中　直子 照喜名　千加子 嶋田　さゆり 添田　武重

ﾀｶｾ ﾘｸ ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ ｿﾉ ｶｽﾞﾏ

高瀬　莉空 稲葉　輝海 園　和真

高瀬　宏之 稲葉　靖子 園　真規

2121

22 10:48

10:40

20 10:32 20

10:24

16 10:00 16

17 10:08 17

18 10:16 18

19 19

14 9:44 14

15 9:52 15

12 9:28 12

13 9:36 13

組番号が黄色塗りつぶしになっている組はカート運転手がおりません　　保護者の方は当日ご協力お願い致します

10 9:12 10

11 9:20 11

8 8:56 8

9 9:04 9

6 8:40 6

7 8:48 7

4 8:24 4

5 8:32 5

2 8:08 2

3 8:16 3

　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 九州・沖縄予選 

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

OUT IN

1 8:00 1

福岡国際カントリークラブ　七又コース　2021.2.23

※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。　.


