
滋賀ゴルフ倶楽部　2022年3月27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
ｼｵﾀ ﾋｶﾙ ﾀﾆﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱﾝ ｲﾉｳｴ ｵｵﾘ ｺﾞﾄｳ ｼﾞｮｳｲﾁ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ｼﾐｽﾞ ﾒｲ ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾎ ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾐ

塩田　星 谷田　ジュリアン 井上　大鳳 後藤　城一 岩永　梨花 清水　愛惟 中山　愛星 岡村　侑実

谷田　マサシ 岡村　大輔

ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ ﾔﾀﾞ ｹﾝｼ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ｻﾄｳ ﾕｳﾘ ﾊｻﾞﾏ ﾅﾂｷ

前田　哲宏 矢田　賢司 廣木　直翔 佐々木　花虹 佐藤　夕葵 間　夏希

ﾊﾅｿﾞﾉ ｶｽﾞﾏ ｼﾗｶﾜ ﾄｳﾀﾛｳ ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ ｻﾄｳ ﾐﾕｳ ﾌｸｻﾞｷ ﾘﾘ ｿｳ ｲﾐ

花園　一真 白川　統太郎 森下　雅頌 佐藤　心裕 福崎　凛々 宋　宜美

福崎　俊 宋　秀吉

ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ ｷﾑﾗ ﾙｲ ﾏﾂｵｶ ﾀｲﾖｳ ｱｺｳ ﾐﾗｲ ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｲ ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓ

加藤　金次郎 木村　塁 松岡　太陽 赤穂　未来 永山　藍生 児玉　桃

木村　亮 松岡　直一 永山　輝全 児玉　龍司

ｵｵﾏﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ｷﾖﾓﾄ ﾏｽﾄ ﾋﾛﾖｼ ﾕﾘﾅ ﾓﾄﾑﾗ ｱｶﾈ ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ

大町　晋太郎 沖田　雫 清本　増人 廣吉　優梨菜 本村　紅音 渡部　琴

沖田　真一 渡部　俊之

ﾈﾓﾄ ﾕｳﾏ ｲｼｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾆｼﾅ ﾕｳｶ ｽｽﾞｷ ﾒｲ ｻﾄｳ ﾘﾉ

根本　悠誠 石口　寛樹 石田　剛士 仁科　優花 鈴木　めい 佐藤　涼音

石田　雅嗣 仁科良太

ｱｶｲ ｼﾂﾞｷ ｶﾅﾔ ｷﾋﾛ ﾆｼｶﾜ ﾏﾎ ﾎﾝﾀﾞ ﾑｳﾙ ｳﾒﾀﾞ ﾙｲ ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｷ ﾐｱｹ ﾚﾝ ｿﾄﾜ ｼﾄﾞｳ

閼伽井　雫月 金谷　希優 西川　真穂 本田　夢麗 梅田　琉偉 福原　佑樹 三明　蓮 外輪　獅童

西川　篤次 福原　康行

ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ ｶｸﾀ ﾈｵ ﾅｶｺﾞｼ ﾓﾓｶ ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ ﾖｼﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ｸﾛｷﾞ ｱｲﾄ ｲﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ

吉川　凛 西村　雛 角田　寧音 中越　百々香 平田　兼慎 吉永　匡一郎 黒木　愛斗 今田　一輝

ｶﾀｵｶ ｱﾐﾘ ﾄﾖﾀﾞ　ﾋｶﾙ ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ ｴｻｶ ﾐｵ ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

片岡　彩実里 豊田　ヒカル 安部　遥 江坂　実桜 髙木　暢仁 石垣　龍之介 阿部　羽流斗 山田　龍之介

片岡　賢善 江坂　健二

ｲﾄｳ　ﾕｽﾞｷ ｷｸﾀ ﾋﾅ ﾐﾔｳﾁ ﾐｸ ｴｽﾞﾃﾞﾝｼ ﾁﾅｻ ｷﾖﾓﾄ ﾀｶﾋﾃﾞ ｷﾀｳﾗ ﾀｲｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

伊藤　柚葵 菊田　ひな 宮内　美空 エズデンシ　ちなさ 清本　貴秀 北浦　大暉 中川　陽向 坂本　大賀

菊田　徹 坂本　香織

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾚﾝ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ ｶﾉｳ ﾕｲ ｵｶﾞﾜ ｺﾀﾛｳ ｵｵﾆｼ ｺｳﾒｲ ﾌｼﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ

丸山　夏蓮 福田　美来 松本　來海 叶　結衣 小川　琥太郎 大西　晃盟 藤田　一平 児玉　志優

小川　利久

ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝｶ ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ﾖｼｻﾞｷ　ﾏ-ﾅ ﾎｶｲﾜﾄﾞ ｾｲｼﾞ ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ ﾐﾁｳｴ ﾀｹﾙ

中山　凜花 仲村　梓 岩永　杏奈 吉崎　マーナ 外岩戸　晟士 長崎　煌心 道上　嵩琉

中山　春香

ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ ｱｵﾔﾏ ﾕｽﾞﾕ ﾀﾂﾐ ﾙｱ ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ ﾕｷｻﾞﾈ ﾏﾅﾄ ﾌｸﾊﾗ ﾄﾑ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ

大西　穂佳 青山　ゆずゆ 巽　琉愛 小野　翼 行實　愛登 福原　渡夢 木村　智哉

〇

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ ｶﾐﾔ ﾋﾅ ﾊﾀﾀﾞ ﾙｲ ﾐﾔｷﾞ ｷｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｱｲﾂﾞ ｾｲﾉｽｹ ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ ﾐﾀﾆ ﾊﾔﾃ

渡邊　紗弥華 神谷　ひな 畠田　瑠 宮城　杏 山本　大勢 會津　誠之輔 小松　大洋 三谷　颯

〇 〇 三谷　育代

ｷﾞｵﾝ ﾐｲﾅ ｶﾅﾔ ｲﾂｷ ﾀﾅｶ ﾋﾅ ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ ｺﾀｹ ﾘｮｳｶﾞ ｱｽﾞﾏ ﾄｳﾔ ﾅｶﾓﾄ ｵｳｷ

祗園　美衣菜 金谷　一希 田中　陽菜 河邉　りえ 今村　吏桜 小竹　遼河 東　到矢 中本　旺希

田中　晃子 河邉　尚道 〇

ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｶ ｲﾉｼﾀ ｱｲｶ ﾊﾔｼ ｷﾘﾅ ﾏﾂｳﾗ ｱｵｲ ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ｼﾌﾞｶﾜ ｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾀ

日比野　邑香 井ノ下　愛華 林　希莉奈 松浦　葵 進藤　太雅 渋川　煌 山本　詠太

井ノ下　正義 〇 △

ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲﾅ ﾐｱｹ ｻｸﾗｺ ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾘ ﾕ ﾍﾘﾝ ｵｸﾞﾘ ﾃﾙﾔ ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾀ ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

藤本　愛菜 三明　桜子 杉浦　愛梨 ユ　ヘリン 小栗　輝也 花村　秀太 石原　龍之介

〇

ﾋﾀﾞﾘ　ﾅﾅ ｷﾖﾓﾄ ﾐﾅﾐ ｶﾐｸﾎﾞ ﾐｻｷ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｹ ﾘｭｳｼﾝ

左　奈々 清本　美波 上久保　実咲 吉田　京介 豊田　真太郎 三宅　琉心

ﾕｱｻ ﾎﾉｶ ﾆｼｲｹ ﾉｲ ﾐﾅﾐﾀﾆ ｻﾅ ﾀｶｾ ﾘｸ ﾀﾅｶ ﾀｲｷ ｼﾞｮ ｶｽﾞﾄ

湯浅　穂花 西池　望結 南谷　紗那 高瀬　莉空 田中　大貴 徐　千翔

湯浅　達夫 西池　泰広 南谷　和美 山本　有里 田中　直子 徐　強

ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ｶﾜｻｷ ｲﾁｶ ﾎﾘ ﾓﾓｶ ｷﾀﾓﾄ ﾀｲﾁ ﾋﾛﾊｼ ﾘﾄ ﾀﾂﾓﾄ ｱｷﾗ

大栗　愛珠 川崎　依知花 堀　百花 北本　太一 広橋　璃人 龍本　晃

大栗　崇司 川﨑　健司 堀　朋克 北本　貴之 広橋　貴寿 龍本　佳輝

ﾉｶﾞﾐ ﾏｲ ﾃﾗﾏﾁ ﾐﾕﾐ ｷﾉｼﾀ ﾋﾅｺ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲｶﾞ ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾀﾑﾗ ﾋﾛ

乃上　眞舞 寺町　美友海 木下　陽菜子 高柳　大河 福田　翔太 田村　比呂

乃上　眞知郎 名和　里依 木下　大輔 高柳　孝吉 福田　健吾 田村　正義

ﾓﾄﾑﾗ ｱﾔｶ ﾀｹﾀﾞ ｷｻｷ ﾃﾗｵｶ ｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ﾐｾ ｴｲﾀ ﾔﾏｼﾞ ｱｻﾋ

本村　彩歌 武田　貴妃 寺岡　虹 小澤　優仁 三瀬　瑛大 山路　朝陽

本村　弘貴 武田　鈴代 寺岡　早織 小澤　優輝 三瀬　長徳 山路　健太

ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾚ ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾈ ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾅ ｺｲｹ ﾀｸﾄ ｼﾗﾔﾏ ｿｳﾀ ｸﾛｴ ｼﾞﾝ

安藤　すみれ 中嶋　雪音 村上　聖奈 小池　匠人 白山　想大 黒江　仁

安藤　大祐 中嶋　知洋 村上　宏輝 小池　一倫　 白山　達 黒江　浩史

ｿﾉ ｶｽﾞﾏ ﾖｼﾏﾂ ﾕｳﾏ

園　和真 吉松　優馬

園　真規 吉松　智喜

1 ７：００ 1

2 ７：０８ 2

3 ７：１６ 3

4 ７：２４ 4

5 ７：３２ 5

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。　.

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

OUT IN

※ボランティア　明津　雅也

6 ７：４０ 6

7 ７：４８ 7

8 ７：５６ 8

9 ８：０４ 9

10 ８：１２ 10

11 ８：２０ 11

12 ８：２８ 12

13 ８：３６ 13

14 ８：４４ 14

15 ８：５２ 15

16 ９：００ 16

17 ９：０８ 17

21

18 ９：１６ 18

19 ９：２４ 19

※ボランティア　川原　一晃

※ボランティア　川上　清香

24 １０：０４ 24

22 ９：４８ 22

23 ９：５６ 23

20 ９：３２ 20

21 ９：４０


