
滋賀ゴルフ倶楽部　2021年3月28日（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。

※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。

組 組
ｱｵﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ ｶｶﾞﾜ ﾘﾎ ｳｻﾐ ﾕｳ ﾊﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

青山　緑 香川　倫穂 宇佐美　優 林　凜太朗 冨田　大翔 山田　倖生

香川　誠之

ﾔﾏﾜｷ ｱｲﾘ ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ ﾐｱｹ　ｻｸﾗｺ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸ ﾌﾙﾊｼ ｶｽﾞｻﾈ ﾏﾂｲ ﾏｻﾙ

山脇　愛璃 森田　彩夏 三明　桜子 村松　陸 古橋　加寿翔 松井　優

村松　浩 古橋　俊江

ｼｵｼﾞ ﾁﾋﾛ ﾏｽﾀﾞ　ｾﾘ ｷﾉﾓﾄ ｿﾗ ｽｷﾞｳﾗ　ｱｲﾘ ﾓﾘ ｹﾝｿｳ ｼﾓｿﾞﾉ ｺｳﾀ ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ

塩路　千尋 益田　世梨 木ノ本　星空 杉浦　愛梨 森　見颯 下園　航太 和田　知也

ｳﾗｻｷ ﾘｮｳ ｻｻｷ ﾌﾐﾅ ｲﾉｼﾀ　ｱｲｶ ﾐﾔｷﾞ ｷｮｳ ｵｶ　ﾄｳｺﾞ ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾓﾘ ｺｳﾖｳ ｵﾊﾗ ﾘｷ

浦崎　涼 佐々木　史奈 井ノ下　愛華 宮城　杏 丘　尊伍 豊田　真太郎 森　虹陽 小原　力

ﾋﾀﾞﾘ　ﾅﾅ ﾊﾙﾔﾏ ｱｲ ｷﾖﾓﾄ ﾐﾅﾐ ｵｵｶﾞ ﾋﾛｶ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾕﾊﾗ ﾋｶﾙ ﾌﾙｾ ｺｳｲﾁﾛｳ

左　奈々 春山　愛 清本　美波 大賀　裕花 平松　孝太郎 神田　悠貴 湯原　光 古瀬　幸一朗

ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｳ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ ｶﾐｸﾎﾞ　ﾐｻｷ ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ｱﾗｲ　ﾀﾂﾉﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

今村　美優 川端　悠衣 上久保　実咲 河邉　りえ 藤井　想大 新井　龍紀 山口　大騎 石原　龍之介

川端　弘照 河邉　尚道 新井　恵子

ｷｸﾀ ﾋﾅ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘｵﾝ ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ ﾋｻﾂﾈ ﾕｳｷ ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ｺｶﾞ ﾘｮｳﾍｲ

菊田　ひな 辻本　莉音 仲村　梓 久常　優樹 海老沢　源太朗 古賀　遼平

菊田　徹 久常　正人

ｵｶｻﾞｷ ﾏｲﾔ ｸﾎﾞ ﾐｻｷ ｶﾅﾔ ｲﾂｷ ｷﾀﾉ ｱﾂﾄ ｶﾒｲ ｶﾝﾀ ﾖｼﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

岡嵜　マイヤ 久保　美紗貴 金谷　一希 北野　貴斗 亀井　幹大 吉永　匡一郎

金谷　有希菜 吉永　悦子

ﾋｸﾞﾁ ｺｺ ｲﾉｳｴ ｱﾐﾅ ﾊﾀﾀﾞ ﾙｲ ｶﾄｳ ﾕｳｺ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ ｶｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝ ｷﾀｳﾗ ﾀｲｷ

樋口　瑚子 井上　蒼海奈 畠田　瑠 加藤　祐子 山内　祐輝 梶谷　駿 北浦　大暉

井上　達夫 加藤　貴久 梶谷　教義

ﾏﾂｵｶ ｱﾝｼﾞｭ ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ ｲﾉｳｴ ﾋﾅ ﾆﾜ ｻｸﾗ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｵｲ ｺﾀｹ ﾘｮｳｶﾞ ｶﾉ ﾀﾞｲｷ ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

松岡　杏樹 西村　雛 井上　姫花 丹羽　櫻 藤原　遼生 小竹　遼河 加野　大葵 塚田　大雅

松岡　康彦 加野　信二

ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ｷﾞｵﾝ ﾐｲﾅ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ ﾊﾅｵｶ ﾁﾋﾛ ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾌﾟｳ ｱｽﾞﾏ ﾄｳﾔ ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ ｼﾝﾄﾞｳ　ﾀｲｶﾞ

豊田　ヒカル 祗園　美衣菜 須藤　みかな 花岡　千陽 西嶋　元風 東　到矢 今村　吏桜 進藤　太雅

西嶋　節夫 東　智彦

ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ﾅｶｼﾏ ﾂｷﾊ ﾓﾘｼﾀ ﾒｲ ﾏﾂﾅﾐ ｼｮｳｷ ﾏﾂｲ ﾘｳﾗ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

小宮　千愛 吉﨑　マーナ 中嶋　月葉 森下　芽彩 松並　将輝 松井　琳空海 山本　大勢 石垣　龍之介

小宮　勝時

ｳﾒﾀﾞ ﾙｲ ﾓﾘｻｷ ﾕｳﾉｽｹ ｵｵﾏﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾋﾗﾔﾏ ｺｺﾛ ｻｻ ｺｺﾐ ﾐｷ ﾒｲ

梅田　琉偉 森崎　佑之介 大町　晋太郎 平山　心暖 佐々　心美 三木　夢依

梅田　幸志 森崎　龍也 佐々　哲二郎

ﾐﾔﾀ ﾕｳﾍｲ ﾋｶﾞ ﾚｵ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ ﾉｸﾞﾁ ｴﾐﾘ ｵｵﾂｷ ｺｺ ｻﾄｳ ﾘﾉ ﾎｼﾋﾗ ｱｲ

宮田　悠平 比嘉　玲王 中川　陽向 野口　笑里 大槻　呼幸 佐藤　涼音 星平　愛

宮田 英昭 佐藤　彰則

ﾓﾘ ﾊﾙｷ ｷﾖﾓﾄ ﾀｶﾋﾃﾞ ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾉﾌﾞﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾔﾏﾑﾗ ﾏｵ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ

森　春喜 清本　貴秀 石田　剛士 信藤　希 山村　真央 松本　陽愛 福田　美来

石田　雅嗣

ﾋﾗｵ ｺｳﾀ ｷﾀﾀﾞ ﾘｸ ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ ｺﾞﾄｳ ｱｲ ｴｽﾞﾃﾞﾝｼ ﾁﾅｻ ﾌｼﾞﾉ ｿﾗ ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓ

平尾　孝太 北田　聖久 平田　兼慎 加藤　金次郎 後藤　あい エズデンシ　ちなさ 藤野　蒼來 児玉　桃

平尾　充孝 北田　茂巳 林　文彦 児玉　龍司

ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ｺﾞﾔ ﾖｳｾｲ ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ ﾅｶｳｴ ﾘｮｳﾏ ﾃﾗﾓﾄ ｱｶﾘ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ ｴｻｶ ﾐｵ

石口　寛樹 呉屋　陽星 中山　智晴 中上　遼真 寺本　朱利 岩永　杏奈 伊藤　柚葵 江坂　実桜

江坂　健二

ﾕｱｻ ﾎﾉｶ ｺｼﾐｽﾞ ｴﾘｶ ﾌｸｲ ｺﾀﾛｳ ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｱﾗｶｷ ｼﾝﾘ

湯浅　穂花 越水　愛理花 福井　誇多郎 福田　翔太 新垣　信莉

湯浅　達夫 越水　隆行 福井　大樹 福田　健吾 新垣　博章

ｸﾎﾞ ｶﾉﾝ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ｷﾉｼﾀ ﾋﾅｺ ﾀﾑﾗ ﾋﾛ ｻﾄｳ ﾘｮｳ ﾔﾏｼﾞ ｱｻﾋ

久保　椛音 岩永　梨花 木下　陽菜子 田村　比呂 佐藤　遼 山路　朝陽

久保　健一郎 岩永　憲浩 木下　大輔 田村　正義 佐藤　俊昭 山路　健太

ﾊｻﾞﾏ ﾅﾂｷ ｺﾞﾔ ﾓﾓｺ ｻﾄｳ ﾐﾕｳ ｷﾖﾓﾄ ﾏｽﾄ ﾔﾀﾞ ｹﾝｼ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲｶﾞ

間　夏希 呉屋　萌々子 佐藤　心裕 清本　増人 矢田　賢司 高柳　大河

松本　啓文 呉屋　琢磨 原田 清本　宗健 矢田　純一郎 高柳孝吉

ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾎ ﾔﾏｼﾀ ﾓﾈ ｱｵｲ ﾈﾈ ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛ ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ ｵﾀﾞ ｴｲﾀ

中山　愛星 山下　萌寧 青井　寧々 森下　紘 前田　哲宏 織田　瑛太

中山　春香 山下　英隆 青井　聡 森下　慎也 前田　孝基 織田　賢一

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ ｱｺｳ ﾐﾗｲ ﾃﾗﾏﾁ ﾐﾕﾐ ｽﾄｳ ｲﾂｷ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ

竹田　妃菜 赤穂　未来 寺町　美友海 須藤　樹 廣木　直翔 田中　優成

竹田　順伍 赤穂　勇介 寺町　謙太 須藤　将行 鶴久彗 田中　玄明

ﾀﾂﾔﾏ ﾕｲ ｵﾉ ﾘｴ ｼﾏﾀﾞ ﾓﾐｼﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｾｲ ﾖｼﾏﾂ ﾕｳﾏ

龍山　結 小野　利瑛 嶋田　もみじ 藤原　諒星 吉松　優馬

龍山　真 小野　美保子 嶋田　さゆり 藤原　和彦 吉松　智喜

ﾐﾁｳｴ ｷｲ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾚ ﾀｶｾ ﾘｸ ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ ﾌｸｲ ｾｲﾉｽｹ

道上　稀唯 高橋　なつ希 安藤　すみれ 高瀬　莉空 稲葉　輝海 福井　誠ノ介

道上　広基 高橋　慶 安藤　大祐 山本　有里 稲葉　靖子 福井　誠之

21 ９：４０ 21

24 １０：０４ 24

22 ９：４８ 22

23 ９：５６ 23

19 ９：２４ 19

20 ９：３２ 20

17 ９：０８ 17

18 ９：１６ 18

15 ８：５２ 15

16 ９：００ 16

13 ８：３６ 13

14 ８：４４ 14

11 ８：２０ 11

12 ８：２８ 12

9 ８：０４ 9

10 ８：１２ 10

7 ７：４８ 7

※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。(当日朝お申し出下さい）

8 ７：５６ 8

4

5 ７：３２ 5

6 ７：４０ 6

世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 西日本決勝　２日目

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

OUT IN

※ボランティア　江崎　尤次郎

※ボランティア　近藤　浩一

※ボランティア　中村正雄

※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。(当日朝お申し出下さい）

1 ７：００ 1

2 ７：０８ 2

3 ７：１６ 3

4 ７：２４


