
千成ゴルフクラブ　2021.３.21（日）

※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
ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ ﾀﾅｶ ﾊﾙ ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾖﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾐﾂｷﾞ ﾅｷﾞ ﾂｶﾀﾞ ｺﾄﾈ ｵﾉﾀﾞ ﾈﾈ

長谷川　和瑞大 田中　天晴 佐藤　友樹 依田　智也 三次　凪 塚田　こと音 小野田　寧々

長谷川　直哉

ﾄﾐﾔｽ ﾚﾝ ｱﾋﾞｺ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶﾞﾖｼ ｻｴｷ ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ﾏﾂｵ ﾐｻｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾗﾝ

富安　廉 安孫子　大祐 永吉　冴綺 井出　太陽 高橋　美羽 松尾　美咲 松本　蘭

安孫子　尚人

ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾎﾘ ﾀｲﾖｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾁｱｷ ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾄ ｻﾄｳ ｱﾏﾅ ｳｴﾀ ﾐｸ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾓｴ ｸﾘﾊﾞﾔｼ　ﾅﾂｷ

榎本　聖大 堀　太陽 熊谷　地陽 栗原　遥大 佐藤　甘菜 上田　澪空 川畑　萌 栗林　夏希

榎本　繁

ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ｼﾏﾂﾞ ｼｮｳﾀ ﾎﾘ ﾃｯﾍﾟｲ ﾀﾅｶ ｽﾅﾘ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ ｵｵﾀ ｼｵﾘ

亥飼　台 末広　大地 島津　翔太 堀　鉄平 田中　澄南里 高田　菜桜 太田　栞

島津　雅文

ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ﾕｳ ｶﾐﾔ ｼﾄﾞｳ ﾌｼﾞｼﾛ ﾅﾙﾐ ｽﾅｶﾞ ﾈﾈ ﾄｷﾀ ｻｷ ｷｼﾀﾞ ﾋﾅﾉ

市村　翔太郎 鈴木　柚生 神谷　至道 藤代　成実 須永　ねね 時田　咲希 岸田　妃奈乃

神谷　知宏

ﾅｶﾔﾏ ﾏﾋﾛ ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ﾌﾙｻﾜ ﾘﾝ ｷﾔﾏ ﾐｵ ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ｵｶﾔｽ ﾏｲ

中山　真尋 小松　潤 古澤　凛 繰り上げ連絡中 歸山　美音 手塚　彩馨 中澤　凜音 岡安　真衣

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｪｻﾝ ｺﾀﾆ ｶｲﾄ ﾏｲｸﾏ ｹｲｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾓﾄ ｶｺﾉ ｲﾄｳ ｱｲｶ ﾔﾅﾊﾗ ﾕｲ

山口　吉盛 小谷　海斗 毎熊　慶治 山本　和真 松本　花仔乃 伊藤　愛華 柳原　由依

山口　叶 山本　芳伸

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾁｬﾄﾞ ｾｲﾉ ｵｳｷ ﾀｼﾞﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾔｺﾞ ｴｲｼﾞ ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ

宇田川　理茶度 清野　桜貴 田島　柊一郎 矢後　英俊 神山　結和 池上　愛菜 太田　瞳

宇田川　清悟 矢後　英樹 池上　徹

ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾙ ｸﾎﾞﾀ ﾚﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｯﾀﾛｳ ﾄﾖｼﾏ ﾋﾛｱｷ ｶﾀｵｶ ﾒｲ ｻｲﾄｳ ｱｲｻ ｶﾈｺ ｱｲﾘ ﾀﾆ ﾈﾈ

清水　奏琉 窪田　蓮 松本　律太郎 豊嶋　泰章 片岡　愛彩 齋藤　愛桜 金子　愛梨 谷　寧々

SHIMIZU　KENTARO 豊嶋　成人 谷　哲夫

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾁｶｼ ｿﾉﾍﾞ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾔﾏ ｵｵｷ ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾄﾉ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ ｸﾎﾞﾀ ｻﾗ

出口　千加志 園部　大翔 中山　大生 井上　滉太 安西　歩美 川口　ことの 須藤　みかな 窪田　沙羅

出口　広志 井上　拓也 川口　洋平

ﾎﾘ ｼｮｳｺﾞ ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｸﾄ ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ ﾂﾂﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾊﾔｼ ｱｷﾐ ｸﾛﾀﾞ ｱｷ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾐﾕｷ ｵｵﾊﾗ ﾈﾈ

堀　彰吾 杉森　拓斗 坂本　陽仁 堤　俊太郎 林　愛輝美 黒田　昊 松枝　未倖 大原　寧々

堀　聡 大原　崇史

ﾌﾀﾐ ｹｲｺﾞ ﾀｹｻﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ ﾌﾀﾜﾀﾘ ｱﾝﾅ ｼﾉﾀﾞ ｱｷﾗ ﾊﾏ ｱﾔﾒ

二見　慶吾 武澤　晋之介 渡邊　駿 高橋　翔 二渡　行夏 篠田　麗 濱　朱姫

渡邊　慎吾

ﾎﾘｶﾜ ｱﾝ ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ ﾐｳﾗ ﾓﾓｴ ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ﾀｹｲ ﾀﾞｲﾔ ｻｯｶ ﾄｳﾏ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ

堀川　杏 山下　蒼生 三浦　百枝 佐藤　陽花 武井　大也 作家　叶真 斎藤　旬一

堀川　葉子 山下　勝義 武井　莊八 斎藤　博行

ﾀｼﾞﾏ ｱﾝｼﾞｭ ｿｳﾄﾒ ｱｲｸ ｷﾔﾏ ﾘｵ ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾅ ｷｸﾁ ﾀｲｶﾞ ﾑｶｲ ﾘｮｳﾏ ｲﾜｲ ﾚﾌ ﾖﾀﾞ ﾕｳｾｲ

田島　杏珠 五月女　愛來 歸山　璃音 大久保　花 菊地　帝牙 向井　龍真 岩井　礼歩 依田　悠誠

田島　敦子 歸山　雄祐 向井　公一 岩井　富士夫

ｳｽﾀﾞ ｱｲ ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ﾂﾁﾔ ｵｰﾄﾞﾘｰ ｶﾈｺ ｷﾗ ﾎｼﾉ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

臼田　藍 荻原　すいみ 土屋　オードリー 金子　綺良 星野　煌貴 渡邉　日向 河村　朋輝 吉田　隼翔

荻原　康裕 渡邉　裕也 吉田　一郎

ｽﾅｶﾞ ｻｸﾗ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ﾊﾅｼ ｸﾙﾐ ﾊﾀｹﾔﾏ　ﾐｸﾙ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼｷ ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ ｶﾂﾏﾀ ﾕｳｺﾞ

須永　さくら 岩永　杏奈 端無　くるみ 畠山　みくる 柳田　圭輝 水沼　勇太 勝又　悠護

端無　直樹 畠山　隆之 柳田　紀昭 水沼　貞夫

ｱﾝｻﾞｲ ﾐｿﾗ ｶﾄｳ ﾏｵ ﾐｶﾐ ﾘﾝｶ ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ ﾋｶﾞｼ ﾛﾋﾞﾝ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾚｵﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅﾘ

安西　美空 加藤　舞桜 三神　凛果 高村　仁香 東　路敏 林田　遼汰 中山　怜音 渡辺　優名利

加藤　純子 高村　正雄 林田　久美 渡邊　裕治

ｲｼｲ ｹﾝﾄ ﾎｼﾉ ﾀｲｷ ｳﾂｷﾞ ｻﾔｶ ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙ ｶﾜﾑﾗ ﾋﾅｺ

石井　健翔 星野　泰輝 宇津木　さやか 稲葉　晴 河村　陽永子

石井　秀浩 星野　和宏 宇津木　直樹 稲葉　昌隆

ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾄ ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ ｵｶﾔｽ ﾊﾙｷ ｴﾋﾞｻﾜ ｱｽﾞﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾀ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ

竹中　麻紗人 三浦　秀晴 岡安　悠稀 海老澤　愛泉 渡邉　海向 岩永　梨花

竹中　伸浩 岡安　達也 海老澤　一誠 渡邉　尚子 岩永　憲浩

ｽﾄﾞｳ ﾊﾝﾄ ｽﾄｳ ｲﾂｷ ﾔﾀﾞ ｹﾝｼ ﾊﾔｼ ﾋﾏﾘ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ

須藤　はんと 須藤　樹 矢田　賢司 林　弥真利 大栗　愛珠

須藤　典久 須藤　将行 矢田　純一郎 林　芳紀 大栗　崇司

ﾜﾀﾍﾞ ｱﾝｼﾞｭ ｺﾌﾃﾞ ｲｯｻ ｳｵﾂ ｿｳﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞ ｼﾊﾞﾇﾏ ｶﾎ ｱﾘﾌｸ ﾁｾ

渡部　杏樹 小筆　一颯 魚津　湊太 山﨑　すず 柴沼　花帆 有福　知世

渡部　真吾 小筆　聡 魚津　祐平 山﨑　崇史 柴沼　秀一 有福　裕三

ﾌｸｲ ｾｲﾉｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ ｲｶﾞｲ ｺｳﾀ

福井　誠ノ介 山田　空 亥飼　幸大

福井　誠之 大庭　征之 亥飼　孝幸

世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　関東①

1 ７：３０ 1

OUT IN

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

※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。　.

2 ７：３８ 2

3 ７：４６ 3

4 ７：５４ 4

5 ８：０２ 5

6 ８：１０ 6

7 ８：１８ 7

※ボランティア　中山　好　

8 ８：２６ 8

9 ８：３４ 9

10 ８：４２ 10

11 ８：５０ 11

８：５８12 12

13 ９：０６ 13

14 ９：１４ 14

15 ９：２２ 15

16 ９：３０ 16

17 ９：３８ 17

18 ９：４６ 18

19 ９：５４ 19

20 １０：０２ 20

21 １０：１０ 21

22 １０：１８ 22


