
仙台ヒルズゴルフ倶楽部　2022年4月1日（金）

※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。

※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。

※組番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。

組 組
ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ ﾓﾄ ﾀｲｼ ｼﾏｵｶ ﾏｻﾄ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ ﾐﾂﾊｼ ｱｲﾘ ｻﾄｳ ｺｺ

中里　通 本　大志 島岡　聖 伊藤　ひより 三橋　愛里 佐藤　心々

島岡　由香 三橋　健

ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾀｲｶﾞ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ｵｵｶﾜ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾉ ｱﾝ ﾊｶﾞ ｺｳﾐ ﾀｻｷ ﾏﾘﾅ

ゴヴォロヴスキー　大河 田口　昇馬 大川　颯斗 中野　杏 芳賀　幸瞳 田崎　真里夏

大川　雄二

ﾀｹﾊﾗ ｹｲｺﾞ ﾄﾐﾂﾞｶ ﾚｵﾝ ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ﾊｶﾞ ﾕｳｼｮｳ ｼﾏｶﾜ ﾓﾓｺ ｷｸﾁ ﾐｺ ｻｻｷ ﾋｶﾘ

竹原　佳吾 富塚　玲音 伊藤　大登 芳賀　悠翔 島川　桃子 菊地　弥香 佐々木　ひかり

菊地　亮

ｶﾈﾑﾗ ｱｷﾗ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾂｷ ﾖｺﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ ｲﾄｳ ﾐｻﾄ ﾓﾃｷ ﾐｵ

金村　旭朗 末広　大地 工藤　颯太 小野寺　瞳月 横山　椿咲 伊藤　心里 茂木　美桜

伊藤　裕樹

ﾀｶｼﾏ ﾘｭｳ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾜｲ ﾚﾌ ﾅｶｼﾏ ﾂｷﾊ ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ ｶﾄｳ ｷﾂﾞｷ

高島　琉 渋井　晃太郎 岩井　礼歩 中嶋　月葉 斎藤　碧夏 加藤　輝月

高島　吉童 中嶋　

ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾘｮｳｶﾞ ｲｹｽｷﾞ ｿｳﾏ ｻﾄｳ ﾐﾗｰ ﾉﾑﾗ ﾀｹﾙ ｲﾄｳ ﾋｶﾙ ﾐﾔｳﾗ ﾀｸﾄ

ゴヴォロヴスキー　遼河 生杉　奏馬 佐藤　ミラー 野村　勇留 伊藤　輝 宮浦　拓都

伊藤　麗

ｻｲﾄｳ ﾕﾗ ｺｲｽﾞﾐ ﾎｸﾄ ﾐﾁｳｴ ﾀｹﾙ ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾋﾛｻﾜ ﾀｶﾔ ｶｼﾞﾔﾏ ﾋｶﾙ ﾊﾘｭｳ ｼﾝﾀﾛｳ

斎藤　優空 小泉　星空斗 道上　嵩琉 塚田　翔大 広澤　敬也 梶山　晃 針生　新太郎

針生　敏晴

ｲﾉﾏﾀ ﾏｵ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾅ ﾀﾕ ﾋﾋﾞﾄ ﾌｸｲ ｺｳﾀ ｺｸﾌﾞﾝ ｼｭｳﾏ

猪俣　茉央 佐々木　花虹 大久保　花 田湯　日々東 福井　康太 国分　脩真

猪俣　健太郎

ｴｼﾞﾘ ﾋｶﾙ ｻｸﾔﾏ ﾏﾙｺ ｻｻｷ ｼｵﾘ ﾓﾄﾑﾗ ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ

江尻　光 作山　円心 佐々木　しおり 本村　彩歌 髙橋　奈楠

作山　仁一 本村　弘貴 髙橋　淳一

ｲﾘｸﾗ ﾒｸﾞﾘ ﾖｼﾀﾞ ｻｴ ｷﾑﾗ ﾉﾉｶ ﾓﾄﾑﾗ ｱｶﾈ ｸﾄﾞｳ ﾅﾂｷ ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾚﾅ ﾐｽﾞｶﾐ ﾐﾄ

入倉　愛莉 吉田　咲笑 木村　野々花 本村　紅音 工藤　夏姫 ゴヴォロヴスキー　麗奈 水上　未翔

吉田　広史 工藤　仁 ゴヴォロヴスキー　セルヒー 水上　聖子

ﾋﾛﾊｼ ﾘﾄ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ ｼﾉﾐﾔ ﾊﾅ ﾐﾔｻﾞｷ ｱｻﾋ

廣橋　璃人 小山田　遼雅 四野宮　花 宮崎　あさひ

広橋　貴寿 小山田　直佑 四野宮　惇 宮崎　久

ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ ﾐﾔｳﾗ ﾏｻﾄ ｸﾛｲﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾈ

藤田　慶吾 宮浦　将都 黒岩　龍星 中村　美音 中嶋　雪音

藤田　慶紀 宮浦　鉄夫 黒岩　剛史 亀井　公子 中嶋　知洋

ﾄﾖｼﾏ ﾄｷﾏｻ ﾌｼﾞﾀ ｶｲ

豊嶋　時正 藤田　佳生

豊嶋　正暁 藤田　瑞穂

以降一般組 以降一般組

11 ８：５０ 11

12 ８：５８ 12

9 ８：３４ 9

10 ８：４２ 10

7 ８：１８ 7

8 ８：２６ 8

８：０２ 5

6 ８：１０ 6

※組番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。

13 ９：０６ 13

PGM世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 東北・北海道予選

OUT（中山） IN（八乙女）

2 ７：３８ 2

1 ７：３０ 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。　.

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

5

3 ７：４６ 3

4 ７：５４ 4


