
　2022年3月25日（金）　滋賀ゴルフ倶楽部

※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 組
ﾕｷｻﾞﾈ ﾏﾅﾄ ﾐﾔｹ ﾘｭｳｼﾝ ﾐﾀﾆ ﾊﾔﾃ ﾐﾔｷﾞ ｷｮｳ ﾔﾏﾅｶ ﾘｵ ﾊﾔｼ ｷﾘﾅ

行實　愛登 三宅　琉心 三谷　颯 宮城　杏 山中　梨緒 林　希莉奈

三谷　育代 山中　修二

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｺﾀｹ ﾘｮｳｶﾞ ｱｲﾂﾞ ｾｲﾉｽｹ ﾊﾀﾀﾞ ﾙｲ ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ ﾋﾀﾞﾘ　ﾅﾅ

山本　大勢 小竹　遼河 會津　誠之輔 畠田　瑠 河邉　りえ 大西　穂佳 左　奈々

河邉　尚道

ﾖｼﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ ｸﾛｷﾞ ｱｲﾄ ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ ｶﾉｳ ﾕｲ ﾐﾔｳﾁ ﾐｸ ｶﾀｵｶ ｱﾐﾘ

吉永　匡一郎 長崎　煌心 黒木　愛斗 仲村　梓 叶　結衣 宮内　美空 片岡　彩実里

吉永　悦子 片岡　賢善

ﾐｱｹ ﾚﾝ ｵｵﾆｼ ｺｳﾒｲ ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ﾎﾝﾀﾞ ﾑｳﾙ ﾆｼｶﾜ ﾏﾎ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ

三明　蓮 大西　晃盟 坂本　大賀 本田　夢麗 西川　真穂 福田　美来 西村　雛

坂本　香織 西川　篤次

ｵｶﾞﾜ ｺﾀﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ ﾐﾁｳｴ ﾀｹﾙ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ ｴｻｶ ﾐｵ ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ

小川　琥太郎 山田　龍之介 中川　陽向 道上　嵩琉 松本　來海 江坂　実桜 吉川　凛 岩永　杏奈

江坂　健二

ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｷﾖﾓﾄ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝｶ ｶﾅﾔ ｷﾋﾛ ｴｽﾞﾃﾞﾝｼ ﾁﾅｻ

児玉　志優 髙木　暢仁 清本　貴秀 中山　凜花 金谷　希優 エズデンシ　ちなさ

中山　春香

ｲﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ ｵｵﾆｼ ｼｮｳｶ ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ ﾖｼｻﾞｷ　ﾏ-ﾅ ﾄﾖﾀﾞ　ﾋｶﾙ ｲﾄｳ　ﾕｽﾞｷ

今田　一輝 大西　翔駈 平田　兼慎 吉崎　マーナ 豊田　ヒカル 伊藤　柚葵

ﾋﾛﾖｼ ﾕﾘﾅ ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｲ ｻﾄｳ ﾕｳﾘ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ﾔﾀﾞ ｹﾝｼ ｷﾖﾓﾄ ﾏｽﾄ ﾏﾂｵｶ ﾀｲﾖｳ ｺﾞﾄｳ ｼﾞｮｳｲﾁ

廣吉　優梨菜 永山　藍生 佐藤　夕葵 佐々木　花虹 矢田　賢司 清本　増人 松岡　太陽 後藤　城一

永山　輝全 松岡　直一

ｽｽﾞｷ ﾒｲ ﾆｼﾅ ﾕｳｶ ｿｳ ｲﾐ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ ｼﾗｶﾜ ﾄｳﾀﾛｳ ｲｼｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ

鈴木　めい 仁科　優花 宋　宜美 岩永　梨花 石田　剛士 白川　統太郎 石口　寛樹

仁科良太 宋　秀吉 石田　雅嗣

ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾌｸｻﾞｷ ﾘﾘ ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾎ ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾅｶﾞｻｷ ﾀｲｾｲ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ ｲﾉｳｴ ｵｵﾘ

岡村　侑実 福崎　凛々 中山　愛星 児玉　桃 沖田　雫 長崎　大星 廣木　直翔 井上　大鳳

岡村　大輔 福崎　俊 児玉　龍司 沖田　真一

ﾓﾄﾑﾗ ｱｶﾈ ｼﾐｽﾞ ﾒｲ ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ ｵｵﾏﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ ｼｵﾀ ﾋｶﾙ ｷﾑﾗ ﾙｲ

本村　紅音 清水　愛惟 渡部　琴 大町　晋太郎 前田　哲宏 塩田　星 木村　塁

清水　雅則 渡部　俊之

ﾐｾ ｴｲﾀ ﾋﾛﾊｼ ﾘﾄ ﾀﾅｶ ﾀｲｷ ﾀﾆﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱﾝ ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ ﾈﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ

三瀬　瑛大 広橋　璃人 田中　大貴 谷田　ジュリアン 加藤　金次郎 根本　悠誠 森下　雅頌

三瀬　長徳 広橋　貴寿 田中　直子 谷田　マサシ

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾀﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ｶﾜｻｷ ｲﾁｶ ﾕｱｻ ﾎﾉｶ

福田　翔太 龍本　晃 小澤　優仁 川崎　依知花 湯浅　穂花

福田　健吾 龍本　佳輝 小澤　優輝 川﨑　健司 湯浅　達夫

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲｶﾞ ﾀｶｾ ﾘｸ ﾔﾏｼﾞ ｱｻﾋ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ﾃﾗｵｶ ｺｳ ﾎﾘ ﾓﾓｶ

高柳　大河 高瀬　莉空 山路　朝陽 大栗　愛珠 寺岡　虹 堀　百花

高柳　孝吉 高瀬　有里 山路　健太 大栗　崇司 寺岡　早織 堀　朋克

ｼﾞｮ ｶｽﾞﾄ ｷﾀﾓﾄ ﾀｲﾁ ﾀﾑﾗ ﾋﾛ ﾃﾗﾏﾁ ﾐﾕﾐ ﾓﾄﾑﾗ ｱﾔｶ ﾐﾅﾐﾀﾆ ｻﾅ

徐　千翔 北本　太一 田村　比呂 寺町　美友海 本村　彩歌 南谷　紗那

徐　強 北本　貴之 田村　正義 名和　里依 本村　弘貴 南谷　和美

ﾖｼﾏﾂ ﾕｳﾏ ｼﾗﾔﾏ ｿｳﾀ ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾈ ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾅ ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾚ

吉松　優馬 白山　想大 中嶋　雪音 村上　聖奈 安藤　すみれ

吉松　智喜 白山　達 中嶋　知洋 村上　宏輝 安藤　大祐

※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。　.

本公式練習ラウンドにおいて、保護者の方のｺｰｽへの立ち入りは、各組1名のカート運転手の保護者の方のみとなります。

複数名いらっしゃる場合は各組にてご相談下さい。（10歳以下の部キャディの方はその限りではございません。但し乗車可能は5名までとなります）
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