
たけべの森ゴルフ倶楽部　2023.3.11（土）

※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
ｻﾄｳ ｹｲﾀ ﾓﾘｶｻ ﾗｲ ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾉ ﾂﾎﾞｲ ｶﾝﾀ ｶﾄｳ ﾕｳｺ ﾀｶｷﾞｼ ﾘﾝ ｶｶﾞﾜ ﾘﾎ

佐藤　圭太 森笠　来唯 藤森　耶野 壷井　潤太 加藤　祐子 髙岸　鈴 香川　倫穂

佐藤　健一 加藤　貴久 香川　誠之

ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ ﾐﾀﾆ ﾊﾔﾃ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾗ ﾌﾙｾ ﾕｳﾀﾛｳ ﾊﾀ ﾌﾐｶ ﾀｻｷ ﾏﾘﾅ ｱｵﾔﾏ ﾕｽﾞﾕ ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ

高木　暢仁 三谷　颯 池田　侑羅 古瀬　雄太朗 秦　悠栞 田崎　真里夏 青山　ゆずゆ 中村　有希

三谷　育代 秦　亘 中村　太

ﾐﾊﾗ ｿｳﾏ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾔｸﾓ ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ ﾀﾄﾞｺﾛ ｻｱﾗ ｵｶ ﾘｵﾝ ﾐｷ ｴﾚﾝ ｷﾑ ﾕｼﾞｭ

三原　颯真 北條　陽雲 坂本　大賀 武田　紘汰 田所　さあら 岡　里音 三木　瑛蓮 金　由珠

坂本　香織 三木　浩一朗

ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ ｶｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝ ﾉｶﾞﾐ ｼﾞﾀﾞﾝ ﾅｶﾉ ｻﾄｼ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾐ ｻｶﾞﾜ ｶﾎ ｷｸﾀ ﾋﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ

松本　舜乃介 梶谷　駿 野上　時暖 中野　識司 松本　愛未 佐川　佳帆 菊田　ひな 山田　翠咲

菊田　徹

ﾋﾗﾎﾞｼ ｿｳﾏ ﾖｼﾕｷ ｱﾑﾛ ｵｵﾂﾙ ﾊﾙﾄ ｻｶﾞﾜ ｱﾝﾅ ﾔﾏﾉ ﾘｻｺ ﾌｼﾞﾔｽ ﾏﾘﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ

平星　颯真 吉行　アムロ 大津留　遼人 佐川　安奈 山野　莉彩子 藤安　真凛 松本　來海

山野　健作

ｼﾐｽﾞ ﾗｲﾄ ﾅｶｳｴ ﾘｮｳﾏ ﾐﾁｳｴ ﾀｹﾙ ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｽﾞｷ ｶﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ

清水　藍生斗 中上　遼真 道上　嵩琉 堀田　遼 小笠原　瑞季 神田　陽色 橋本　優那

小笠原　孝弘

ｺｳﾓﾄ ｼﾞﾝ ｸｴﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ ﾃﾗｵｶ ﾘｵﾝ ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ

甲元　迅 杭田　琥太郎 山本　煌大 森下　雅頌 寺岡　鈴音 山崎　晴稀 龍本　奈月

龍本　佳輝

ﾌｸﾀﾞ ﾓﾓ ｼﾏ ﾐｻｷ ｸﾎﾞ ｶﾉﾝ ｻｻｷ ﾏﾎ ﾓﾘ ﾏﾅﾐ ﾓﾘｼﾀ ｶﾉﾝ ｺﾏﾂ ﾘｱﾝ

福田　桃々 志磨　美咲 久保　椛音 佐々木　麻帆 森　愛深 森下　佳音 小松　莉杏

志磨　圭治

ﾁｪ ｱﾕ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ ｶﾜﾆｼ ｶｴﾃﾞ ｺﾝﾉ ｺﾊﾙ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｺ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ﾐｷ ﾒｲ

崔　芽維 竹田　妃菜 川西　楓 近野　琴春 谷口　莉子 松本　陽愛 福田　美来 三木　夢依

崔　聖秀

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁﾂﾞﾙ ﾃﾗｵｶ ｺｳ ﾑﾈﾏｻ ﾜｶﾅ ﾋﾗﾉ ｻｸﾗ ｺﾞﾋｰﾝ ｿﾌｨｱ ﾉｸﾞﾁ ｴﾐﾘ ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｱｺ

川端　千鶴 寺岡　虹 宗政　羽奏 平野　櫻 ゴヒーン　ソフィア 野口　笑里 山室　日菜 山本　愛來

宗政　功二郎

ﾏﾂｷ ﾐｻｷ ﾀｶｶﾞｷ ﾕﾂﾞｷ ﾓﾘｼﾀ ﾐｵ ﾔﾏﾑﾛ ｳﾀ ﾊﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ ｵｵﾂｶ ｺｳｷ ﾖｼﾕｷ ﾛｰﾘ

松木　実咲 高垣　柚月 森下　澪 山室　羽音 濱本　悠真 大塚　晃輝 吉行　ローリ

松木　沙弥香 濱本　竜也

ｸﾛｴ ｼﾞﾝ ﾕﾝ ﾃｳﾝ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾕﾝ ﾃｾ ﾀﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ﾊﾅｿﾞﾉ ｶｽﾞﾏ

黒江　仁 尹　大銀 吉田　侑眞 尹　大世 龍本　晃 花園　一真

黒江　浩史 尹　龍太 吉田　幸文 龍本　千愛

ﾀｵｶ ﾘｮｳｶﾞ ﾎﾘﾀ ﾔﾏﾄ ﾏｷﾉ ｲﾁﾔ ﾌｸｲ ｺﾀﾛｳ ｳｴﾉ ﾕｳﾄ ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ

田岡　凌叶 堀田　和 牧野　壱哉 福井　誇多郎 上野　佑人 水野　隆太郎 福田　翔太

田岡　芳明 堀田　純 牧野　公一 上野　陽介

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｶﾞ ﾎｿﾉ ｱｻﾋ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾖｼｲ ﾕﾂﾞｷ ﾉｶﾞﾐ ﾏｲ

本田　昊雅 細野　晃陽 山田　航誠 吉井　柚月 乃上　眞舞

本田　大策 細野　晃史 山田　和孝 吉井　夕希 乃上　眞知郎

ﾐｷ ｼｮｳﾄ ﾆﾉﾐﾔ ﾊﾙﾋ ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗﾄ ｻｲﾄｳ ﾐｶ ｺﾏﾂ ｶﾉﾝ

三木　勝人 二宮　遼灯 松本　蒼斗 斎藤　美雅 小松　華音

三木　英昭 二宮　秀夫 梶　丈二 斎藤　海 小松　利年

ﾏｴﾀﾞ ﾘｱ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾘﾝ ｶﾄｳ ﾘﾘｶ

前田　梨愛 山本　小鈴 加藤　りりか

前田　智美 山本　治彦 加藤　秀人

16 １０：００ 16

14 ９：４４ 14

15 ９：５２ 15

12 ９：２８ 12

13 ９：３６ 13

10 ９：１２ 10

11 ９：２０ 11

8 ８：５６ 8

9 ９：０４ 9

5

6 ８：４０ 6

7 ８：４８ 7

世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 中国・四国予選

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

OUT IN

※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。

1 ８：００ 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。　.

2 ８：０８ 2

3 ８：１６ 3

4 ８：２４ 4

5 ８：３２


