
たけべの森ゴルフ倶楽部　2022.2.26（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
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾗ ﾅｶﾓﾄ ｵｳｷ ﾐﾊﾗ ｿｳﾏ ｶｶﾞﾜ ﾘﾎ ﾌｼﾞﾔｽ ﾏﾘﾝ ﾆｼﾔﾏ ﾋｶﾘ ｷﾞｵﾝ ﾐｲﾅ

池田　侑羅 中本　旺希 三原　颯真 香川　倫穂 藤安　真凛 西山　星空 祗園　美衣菜

池田　明子 香川　誠之

ﾀｶｶﾞｷ ﾚｵ ﾊﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾌﾟｳ ｱｵｲ ﾋﾒﾅ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾐﾔｹ ﾕﾅ ﾀｻｷ ﾏﾘﾅ

高垣　玲雄 浜渕　裕生 西嶋　元風 青井　姫奈 川端　悠衣 三宅　結菜 田崎　真里夏

川端　弘昭

ｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾀ ﾐﾀﾆ ﾊﾔﾃ ﾃﾙｷﾅ ｱｻﾋ ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾉﾝ ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ﾏﾂｳﾗ ｱｵｲ ｱｵﾔﾏ ﾕｽﾞﾕ

香川　倫輝 山本　詠太 三谷　颯 照喜名　朝昇 谷本　花潤 河邉　りえ 松浦　葵 青山　ゆずゆ

河邉　尚道

ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｳﾈ ﾀｲﾁ ﾏﾅﾍﾞ ｺｳ ｲﾉｳｴ ｱﾐﾅ ﾀﾄﾞｺﾛ ｻｱﾗ ｻｶﾞﾜ ｶﾎ ｸｻﾅｷﾞ ｻｸﾗ

高山　大維志 山本　大勢 宇根　大智 眞鍋　晄生 井上　蒼海奈 田所　さあら 佐川　佳帆 草薙　さくら

井上　達夫 佐川　みなみ

ｵｵﾆｼ ｺｳﾒｲ ﾐﾁｳｴ ﾀｹﾙ ｻﾄｳ ｹｲﾀ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ｷｸﾀ ﾋﾅ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ

大西　晃盟 道上　嵩琉 佐藤　圭太 龍本　奈月 菊田　ひな 福田　美来

佐藤　健一 菊田　徹

ｺｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｷﾀﾀﾞ ﾘｸ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾊ ﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾘ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾐ

古賀　遼平 北田　聖久 松本　瞬乃介 小林　夢羽 美谷　珠梨 松本　愛未

北田　茂巳 松本　修一

ｵｶ ｺｳｷ ﾉｶﾞﾐ ｼﾞﾀﾞﾝ ﾌｼﾞｴ ﾄｵﾔ ﾀｶﾔﾏ ｻｻﾗ ﾐｷ ｴﾚﾝ ｶｸﾀ ﾈｵ

岡　幸樹 野上　時暖 藤江　十弥 高山　ささら 三木　瑛蓮 角田　寧音

藤江　弘明

ﾀｵﾀﾞ ｻｸｱ ﾌｼﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ｼﾐｽﾞ ﾗｲﾄ ｻｶﾞﾜ ｱﾝﾅ ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｽﾞｷ

垰田　朔天 藤田　一平 坂本　大賀 清水　藍生斗 佐川　安奈 山崎　晴稀 安部　遥 小笠原　瑞季

坂本　香織

ﾐﾔﾓﾄ ｹｲ ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ

宮本　佳 吉田　龍桜

ｽｽﾞｷ ﾒｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁﾂﾞﾙ ｵｵﾂｷ ｺｺ ﾀﾆﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾊﾅｿﾞﾉ ｶｽﾞﾏ

鈴木　めい 川端　千鶴 大槻　呼幸 谷田　ジュリアン 花園　一真

ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｻ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｺ ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ ﾕﾝ ﾃｾ ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

山本　智亜紗 谷口　莉子 橋本　優那 森下　雅頌 尹　大世 和田　理雄星

尹　龍太

ﾆｼﾅ ﾕｳｶ ｽﾄﾞｳ ｻﾜ ﾏｴﾀﾞ ｱｲﾅ ﾃﾗｵｶ ｺｳ ﾉｶﾞﾐ ﾏｲ

仁科　優花 須藤　爽 前田　愛菜 寺岡　虹 乃上　眞舞

寺岡　靖ニ 乃上　眞知郎

ﾃﾙｷﾅ ｱｼｭｳ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾋﾗﾉ ｻｸﾗ ﾏﾂｷ ﾐｻｷ

照喜名　朝友 松枝　英明 平野　櫻 松木　実咲

照喜名　朝延 松枝　真一 平野　敦司 松木　沙弥香

ﾀﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ﾏｷﾉ ｲﾁﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ ﾏｴﾀﾞ ﾘｱ

龍本　晃 牧野　壱哉 山本　芽維 前田　梨愛

龍本　佳輝 牧野　公一 山本　聖秀 前田　智美

ﾀｵﾀﾞ ｱｵｼ ﾕﾝ ﾃｳﾝ ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｸﾛｴ ｼﾞﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ

垰田　碧士 尹　大銀 福田　翔太 黒江　仁 松本　蒼斗 吉田　侑眞

垰田　千恵 吉長　勝 福田　健吾 黒江　浩史 吉田　幸文

ﾌｼﾞﾀ ﾕｲﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾘﾝ ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾚ

藤田　結奈 山本　小鈴 安藤　すみれ

藤田　裕二 山本　治彦 安藤　大祐

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女 15-18女→13-14女→11-12男→9-10女→7-8男

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

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。

10 ９：１２ 10

11 ９：２０ 11

12 ９：２８ 12

13 ９：３６ 13

14 ９：４４ 14

15 ９：５２ 15

16 １０：００ 16


