
ムーンレイクゴルフクラブ　鶴舞コース　2022.３.23（水）

※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
ﾄｳ ﾋﾛﾀｶ ﾄﾐｻﾞﾜ ﾀﾞｲ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ ﾃﾙｷﾅ ｱｻﾋ ﾊﾔｻｶ ﾘﾝｶ ｺｲｹ ｱｲﾘ ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ

藤　大鳳 富澤　大 相浦　大輝 照喜名　朝昇 早坂　梨花 小池　愛莉 宮城　柚

藤　弘智 相浦　功治

ｸﾏｶﾞｲ ﾁｱｷ ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ ｺｲｹ ｹﾝｼﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾂﾖｼ ﾐﾔｷﾞ ｷｮｳ ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ ﾐﾂｷﾞ ﾅｷﾞ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ

熊谷　地陽 川崎　凌 小池　健心 仲山　剛 宮城　杏 吉田　沙羅 三次　凪 須藤　みかな

川崎　圭介

ｵｵﾁ ﾀｹﾄﾗ ﾀﾞｲｺﾞｳ ｷｲﾁ ﾋｶﾞ ﾚｵ ｲｼｲ ｹﾝｺﾞ ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ｵｵﾉ ﾕｽﾞｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓ

大地　武虎 大郷　喜一 比嘉　玲王 石井　健梧 高村　仁香 岸田　想來 大野　柚果 原田　桃

大地　真友紀

ﾀｶﾊｼ ﾚｵ ﾀｶﾊｼ ｻﾂｷ ﾐﾂﾊｼ ﾕｳﾉｽｹ ｱﾗｷ ｹｲﾀ ｶﾔ ﾓﾓｶ ｵｵｻﾜ ﾐｸ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｸ ｱﾗｷ ﾕｲ

高橋　流桜 高橋　桜月 三橋　悠之介 荒木　敬太 賀谷　ももか 大澤　未空 遠藤　美空 荒木　結衣

ﾐﾂｲ ﾘｺ ｻﾉ ﾐｻｷ ｲｼﾂﾞｶ ｱｲﾘ ﾀｶｳﾗ ｲﾌﾞｷ ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾙ ｱﾏﾉ ｷｲﾁ

三井　莉瑚 佐野　心咲 石塚　愛梨 高浦　維吹 池田　烈琉 天野　季一

三井　亜希子 佐野　正典 荒井　大和 池田　貴之 天野　一太

ﾌｼﾞｴ ﾚｲｱ ｱｲｻﾞﾜ ｼｷﾞﾗ ｼﾓﾑﾗ ｱｻﾐ ﾐﾈﾑﾗ ﾚｲ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾄ

藤江　れいあ 相澤　詩煌 下村　あさみ 峯村　怜 沖田　雫 加藤　金次郎 竹中　麻紗人

藤江　恭子 山口　ジェフ 下村　正彦 沖田　真一 竹中　伸浩

ｳｴﾀﾞ ｱｷｵ ﾐｽﾞﾉ ｱﾝ ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ ﾈﾓﾄ ﾕｳﾏ ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ ﾗｲ ｹﾋﾞﾝ

植田　瑛央 水野　杏 鈴木　楓香 根本　悠誠 石田　結翔 西村　優虎 頼　ケビン

植田　貴彦 水野　恭子 大脇　隆 西村　輝美

ｻｲﾄｳ ﾐｶ ｼｮｳｼﾞ ﾁﾊﾙ ﾀｶﾊｼ ﾕｱ ﾋﾗﾀ ﾏﾅﾐ ﾀｶﾊｼ ﾐｲ ｲﾜｻ ﾘﾘｺ ｼﾐｽﾞ ﾘﾄ

斎藤　美雅 東海林　千春 高橋　優愛 平田　愛実 高橋　美衣 岩佐　莉々子 清水　莉都

斎藤　海 東海林　貴大 高橋　光央 平田　耕一 高橋　弘典

ﾓﾘ ｶﾖ ﾔﾏﾈ ｻﾅ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾅｶﾔﾏ ﾏﾐｺ ﾀｶｷﾞ ｱｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ

森　華世 山根　珊花 大栗　愛珠 飯田　柚月 仲山　真珠子 高木　杏衣 長谷川　千遥

河　永京 山根　賢二 大栗　崇司 仲山　功 高木　雅俊

ｷｼﾀﾞ ｺﾉ ｱﾍﾞ ｱﾕﾐ ﾀｹﾀﾞ ｷｻｷ ﾀｶﾊｼ ｲﾁｶ ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ ｻﾉ ｺﾊﾙ ｲﾅﾑﾗ ｶｸﾞﾔ

岸田　瑚乃 阿部　歩望 武田　貴妃 高橋　一花 小野澤　マリア 佐野　心春 稲村　かぐや

岸田　正邦 阿部　昭子 武田　英将 小野澤　幸雄 稲村　光城

ｱﾘﾌｸ ﾁｾ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｻ ﾈﾓﾄ ﾉﾜ ﾔﾌﾞｷ ﾕｳﾏ ｶﾄｳ ﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ｴｲﾄ

有福　知世 藤原　凜咲 根本　望咲 矢吹　侑大 加藤　遼 高橋　栄斗

有福　裕三 藤原　寛之 小山　国夫 矢吹　慎一 加藤　孝慈 高橋　一樹

ﾋｵｷ ﾕｻﾈ ｺｼﾞﾏ ｻﾅ ﾃﾙｷﾅ ｱｼｭｳ ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ ﾐﾔﾉ ｱﾙﾄ

日置　結心 小嶋　紗奈 照喜名　朝友 佐藤　大雅 宮野　歩大

日置　緑 小嶋　満 照喜名　朝延 佐藤　裕児 宮野　有里

ｲｲﾉ ﾕｲﾅ ｶﾜｲ ｻﾗﾝ ｵｶﾊﾗ ﾘﾘｶ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ ｼﾓｻﾞｷ ｱｵﾄ ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ

飯野　結心奈 河井　さらん 岡原　凛々香 西村　優辰 下崎　蒼大 稲葉　輝海

飯野　秀樹 河井　孝寿 岡原　行宏 西村　至央 下崎　一成 稲葉　靖子

ｲｸﾞﾁ ｱｵｲ ｲﾏｲ ﾐｲ ｻﾒｼﾏ ｻｸﾗｺ ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ ｲｼﾀﾞ ﾘﾀﾛｳ ｻｻｷ ｼｮｳﾀ

井口　碧 今井　未唯 鮫島　櫻子 戸髙　隆世 石田　理汰郎 佐々木　翔大

井口　晋利 今井　亮 鮫島　寛明 戸高　剛 石田　理子 佐々木　規充

ｺﾃﾞﾗ ｶｲ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ ｻﾊｼ ｼｭﾝﾀ ﾔﾄﾞﾘ ﾘｭｳｱﾗﾝ ｱﾗｷ ﾀｲﾁ ﾔｼﾛ ｵｳｽｹ

古寺　櫂 山田　光之助 佐橋　駿汰 宿利　龍アラン 荒木　太智 八代　鷹将

山田　縁 佐橋　弘晃 宿利　元 荒木　正史 八代　祐幹

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾏｽﾀﾞ ﾚﾝ ﾓﾘｵｶ ﾘｸｳ ｲｼﾂﾞｶ ｾﾞﾝｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶ ｹｲ ｴﾌﾞﾁ ﾏﾅﾄ

丸山　智毅 増田　蓮 森岡　俐空 石塚　全一郎 田中　馨 江渕　学都

丸山　英毅 増田　敬介 森岡　育子 田中　陽介 江渕　哲二

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ ｶﾜﾑﾗ ﾘﾋﾄ ｽｻﾐ ﾕｳｷ ｼﾉﾊﾗ ｵｳｼ ﾀｶｳﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ

井上　永翔 川村　理人 周参見　悠生 篠原　桜司 高浦　丈慈 加藤　遼大

井上　保 川村　洋介 周参見　恭範 篠原　健司 高浦　洋一 加藤　光

ﾓﾘﾀ ﾀｲﾄ ﾔﾉﾌﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｶﾞ ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾛ ｵｵﾆｼ ｺｳﾀﾛｳ ﾃﾗｵ ｼｭﾝｲﾁ

森田　泰飛 矢延　慶次郎 本田　昊雅 高橋　真大 大西　光太郎 寺尾　駿逸

森田　宏樹 矢延　夏希 本田　大策 高橋　和彦 布施　タケオ 寺尾　央輝

ｼｵﾊﾀ ﾋｶﾘ ﾓﾘｵｶ ﾗﾝﾅ ｽｻﾐ ﾊﾙｷ ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾗﾏ

塩畑　ひかり 森岡　蘭七 周参見　大輝 齊藤　一翔 山本　來良馬

塩畑　大輔 森岡　育子 周参見　行雄 齊藤　真由子 山本　泰良

ﾊｻﾞﾏ ｿﾗ ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ ｲｼﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾕｳ ｱﾗｽﾅ ｼﾄﾞｳ

羽様　希空 佐藤　陽向 石塚　大和 小林　令侑 荒砂　士道

羽様　伸也 佐藤　勝男 石塚　緑 小林　誠治 荒砂　陽介

ﾂﾈｽﾐ ﾐﾕ ﾐﾅﾐ ｴﾐ ｵｵﾀｹ ｻﾗ ｲﾏﾑﾗ ﾚｵ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾉｽｹ ｷﾑ ﾃﾕﾝ

常住　美結 南　愛美 大竹　紗楽 今村　怜央 柴田　恒之介 金　泰融

常住　充隆 南　勇大 大竹　諒 今村　榛樹 柴田　与志雄 金　黎明

ｵｵｼﾀ ﾚｲﾗ ｽﾉｳﾁ ﾐﾘｨ ｲﾏﾔ ﾅﾂﾐ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲﾁ ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾄ

大下　麗良 須之内　美璃 今屋　夏海 清水　龍一 植田　真平 横山　勇人

大下　晃 須之内　美帆子 今屋　朝子 清水　燕 植田　慶徳 横山　三博

ﾖｼﾏﾂ ﾕｳﾏ ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝｼﾝ ﾅｶｻﾞﾄ ｼｮｳ

吉松　優馬 鈴木　舷心 中里　将

吉松　智喜 鈴木　清司 中里　力

21 １０：１０ 21

22 １０：１８ 22

17 ９：３８ 17

2020 １０：０２

18 ９：４６ 18

19 ９：５４ 19

15 ９：２２ 15

16 ９：３０ 16

13 ９：０６ 13

14 ９：１４ 14

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

PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　関東②予選大会及びU6決勝　

OUT IN

1 ７：３０ 1

15－18男→13－14男→9‐10女→7－8女→U6男女 15－18女→13－14女→11‐12男→11－12女→9－10男→7－8男

※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。　.

23 １０：２６ 23

※ボランティア　森井　敏彦

※ボランティア　吉田　富士     　

※ボランティア　松尾　壽弘

2 ７：３８ 2

3 ７：４６ 3

4 ７：５４ 4

5


