
ムーンレイクゴルフクラブ　鶴舞コース　2021.３.24（水）

※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
ﾏｻﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾃﾙｷﾅ ｱｻﾋ ｵﾊﾗ ﾘｷ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ ｻｲﾀﾞ ﾋﾅ ｳﾀﾞ ｻｱﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ ｲｲﾉ ｼｵﾘ

昌山　大暉 照喜名　朝昇 小原　力 中村　大聖 齋田　陽菜 宇田　紗彩 山﨑　那奈 飯野　栞

照喜名　朝延 中村　雅之 齋田　一成

ﾐﾂﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ ｵｵﾑﾗ ﾆﾉ ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｾｲ ﾀｶﾅｼ ﾔﾏﾄ ｱﾍﾞ ﾐｸ ｲﾉｳｴ ｷｷ ｵｵﾆｼ ｱｲﾅ ﾏﾅｶ ﾘｮｳ

三橋　颯太朗 大村　仁乃 水野　良成 高梨　倭 阿部　未来 井上　葵姫 大西　亜衣奈 間中　りょう

大村　和伯 井上　輝 間中　真理子

ｶﾅｸﾎﾞ ﾀﾂｷ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾔ ﾐﾂﾊｼ ﾕｳﾉｽｹ ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾄｼ ｳｴﾀﾞ ｷﾁﾉ ﾂﾎﾞｲ ﾉｱ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾘ ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ

金久保　太樹 樋口　大弥 三橋　悠之介 山崎　咲寿 植田　桔千乃 坪井　乃杏 西澤　美李 吉田　沙羅

樋口　裕子 吉田　哲雄

ｵｶﾑﾗ ｶｲｷ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶﾔﾏ ﾂﾖｼ ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ｼｮﾄｸｼﾞ ﾐｸ

岡村　海輝 渋井　晃太郎 仲山　剛 宮原　悠惺 鈴木　能々子 吉﨑　マーナ 諸徳寺　美玖

宮原　慶隆

ｷﾇｶﾜ ﾏﾕ ｼｮｳｼﾞ ﾁﾊﾙ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｵ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ ｺﾏｻﾞﾜ ｲｯｼﾝ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ

衣川　真夢 東海林　千春 長峰　美桜 山崎　暖真 駒澤　一心 近藤　春翔

衣川　朋一 東海林　貴大 長峰　雅尚 山崎　雄一 近藤　聖人

ﾀｹﾀﾞ ｷｻｷ ｻｶｲ ﾐﾚｲ ﾀｶﾊｼ ﾐｲ ｲｼｲ ｹｲ ﾀｶｼﾏ ﾘｭｳ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾀｶｳﾗ ｲﾌﾞｷ

武田　貴妃 境　美玲 高橋　美衣 石井　圭 高島　琉 沖田　雫 高浦　維吹

武田　英将 境　 高橋　清美 高島　知然 沖田　真一

ｲﾅﾑﾗ ｶｸﾞﾔ ｶﾈﾓﾄ ｱｶﾘ ｺｼﾐｽﾞ ｴﾘｶ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ ｵｪﾝ ｺｰｳ ﾗｲ ｹﾋﾞﾝ

稲村　かぐや 金本　明莉 越水　愛理花 西村　優虎 翁　浩宇 頼　ケビン

稲村　光城 金本　俊英 越水　隆行 西村　至央 翁　則輝

ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ ｱﾐﾀﾆ ｺｺﾛ ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ﾌｼﾞﾀ ﾐｵ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ

鈴木　楓香 小野澤　マリア 阿美谷　心 渡部　琴 佐藤　彩葉 藤田　ミオ 藤本　華

大脇　隆 小野澤　幸雄 早田　祐也 渡部　俊之 藤田　耕始

ｻﾉ ﾐｻｷ ｲｹﾊﾗ ｻｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｱﾝ ｽｶﾞｻﾜ ﾘｲﾅ ｿﾒﾐﾔ ﾘﾘｺ ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｱ ｻﾉ ｺﾊﾙ

佐野　心咲 池原　早姫 西澤　美杏 菅澤　莉那 染宮　凛々子 永井　夢亜 佐野　心春

佐野　正典 池原　皇次 西澤　優一郎 菅澤　純夫 永井　康秀

ｶﾄｳ ﾘｮｳ ｲｼﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ ﾆｼﾅ ﾕｳｶ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ ｷﾇｶﾜ ﾏｲ ﾅｶﾔﾏ ﾏﾐｺ

加藤　遼 石塚　大和 櫻井　悠翔 仁科　優花 髙橋　彩夢 衣川　真唯 仲山　真珠子

加藤　孝慈 石塚　緑 櫻井　奨司 仁科　良太 仲山　功

ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ ﾀｶｳﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ ｱﾍﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ ｱﾔﾍﾞ ﾅﾙ ﾐﾔﾉ　ｱﾙﾄ ｼﾓｻﾞｷ ｱｵﾄ

高橋　真大 高浦　丈慈 阿部　成一郎 綾部　成 宮野　歩大 下崎　蒼大

高橋　清香 高浦　洋一 阿部　明史 綾部　康二 宮野　敏一 下崎　一成

ﾑﾗｶﾐ ｾﾅ ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ ｻｻｷ ｼｮｳﾀ ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ﾐﾈﾑﾗ ﾚｲ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ

村上　世夏 稲葉　輝海 佐々木　翔大 小澤　優仁 峯村　怜 藤田　優世

村上　哲平 稲葉　靖子 野山　佳治 小澤　優輝 峯村　学 藤田　大資

ｲｼﾀﾞ ﾘﾀﾛｳ ｵｵﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ ｼﾉﾊﾗ ｵｳｼ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｵｳｻｶ ﾅｵｷ ﾋﾗｺｼ ｺｳﾒｲ

石田　理汰郎 大西　光太郎 篠原　桜司 加藤　遼大 逢坂　巨希 平腰　孝明

石田　理子 大西　友香子 篠原　健司 加藤　光 逢坂　真独香

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ﾃﾗｵ ｼｭﾝｲﾁ ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾗ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾝﾀ ﾔﾌﾞｷ ﾕｳﾏ

近藤　大河 寺尾　駿逸 宮本　悠空 山崎　絆太 矢吹　侑大

近藤　洋介 寺尾　央輝 宮本　和也 山崎　修

ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝｼﾝ ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ ｱﾗｽﾅ ｼﾄﾞｳ ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾙ ﾔﾄﾞﾘ ﾘｭｳｱﾗﾝ ﾃﾗｶﾄﾞ ｺﾀﾛｳ

鈴木　舷心 齊藤　一翔 荒砂　士道 池田　烈琉 宿利　龍アラン 寺門　虎太朗

鈴木　清司 齊藤　正紀 荒砂　陽介 池田　貴之 宿利　元 寺門　聡

ｺｲｹ ﾀｸﾄ ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾏ ﾏｽﾀﾞ ﾚﾝ ﾀｶﾊｼ ｴｲﾄ ﾋﾙﾏ ｺｺﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶﾞ

小池　匠人 根本　将誠 増田　蓮 高橋　栄斗 晝間　心大 山本　楓賀

小池　倫史 根本　大 増田　敬介 髙橋　一樹 晝間　秀計 山本　貴之

ｻﾊｼ ｼｭﾝﾀ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ ﾚｵ ｽｽﾞｷ ﾕﾂﾞｷ ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ

佐橋　駿汰 横山　勇人 髙橋　羚生 鈴木　優月 戸髙　隆世 西村　優辰

佐橋　弘晃 横山　三博 髙橋　崇 鈴木　義彦 戸髙　知子 西村　至央

ｶﾜﾑﾗ ﾘﾋﾄ ﾌｼﾞﾀ ｿｳｾｲ ﾅｶｻﾞﾄ ｼｮｳ ﾌｼﾞｴ ﾚｲｱ ｳｴﾀﾞ ｱｷｵ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ

川村　理人 藤田　創世 中里　将 藤江　れいあ 植田　瑛央 高橋　なつ希

川村　洋介 藤田　絢子 中里　力 藤江　英徳 植田　貴彦 高橋　慶

ｶｲｶﾞﾜ ｱｲﾘ ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾅ ﾐﾅﾐ ｴﾐ

粥川　愛莉 古泉　姫絆 南　愛美

粥川　隆弘 古泉　芽衣子 南　勇大

ｽﾉｳﾁ ﾐﾘｨ ｺｼﾞﾏ ｻﾅ ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾅ

須之内　美璃 小嶋　紗奈 村上　聖奈

須之内　美帆子 小嶋　満 村上　宏輝

2020 １０：０２

18 ９：４６ 18

19 ９：５４ 19

16 ９：３０ 16

17 ９：３８ 17

14 ９：１４ 14

15 ９：２２ 15

12 ８：５８ 12

13 ９：０６ 13

10 ８：４２ 10

11 ８：５０ 11

8 ８：２６ 8

9 ８：３４ 9

6 ８：１０ 6

7 ８：１８ 7

4 ７：５４ 4

5 ８：０２ 5

2 ７：３８ 2

3 ７：４６ 3

世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　関東②予選大会及びU6決勝　

OUT IN

1 ７：３０ 1

15－18男→13－14男→9‐10女→7－8男→U6男女 15－18女→13－14女→11‐12男→11－12女→9－10男→7－8女

※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。　.


