
西コース ＯＵＴスタート 於：額田ゴルフ倶楽部

組 時間 氏  名 学年 氏  名 学年 氏  名 学年 氏  名 学年

1 8:00 釜口  鉄将 小3 今泉  門土 小4 東出  旭広 小4

2 8:08 中山  晃佑 小4 佐藤  阿嵐 小4 彦坂  優成 小5 中村  快己 小5

3 8:16 高柳  大河 小6 原    健人 小6 古賀  大稀 小6 佐藤    遼 小6

4 8:24 石塚 明日美 小3 石塚 明日香 小4 石川 ゆめ菜 小6

5 8:32 田中  咲妃 中1 大島  丹花 中1 東樹  亜美 中2

6 8:40 與那城 萌花 中2 山口  青波 中3 石井  菜花 中3

7 8:48 稲川  華央 中3 森山  瑞 中3 山村  真央 中3

8 8:56 原田  彩希 高1 森島 萌乃華 高1 平野  瑚羽 高1 新井    苺 高1

9 9:04 田口  桜子 高2 難波  美咲 高2 山本  恭加 高2

10 9:12 米津  愛奈 高2 齋賀 もも花 高2 村田  颯花 高3

11 9:20 越野 菜々美 高3 池田 美彩樹 高3 牧野  名那 高3

西コース ＩＮスタート

組 時間 氏  名 学年 氏  名 学年 氏  名 学年 氏  名 学年

1 8:00 山際  翔太 中1 山内  雄惺 中2 濵口    紘 中2 石田  剛士 中2

2 8:08 鈴木  星那 中2 申    英栽 中2 大村 和主馬 中3 鈴木  健真 中3

3 8:16 田中  颯馬 中3 木下  護元 中3 濵口    潤 中3

4 8:24 熊澤  渉真 中3 猪腰  和翔 中3 辻村  和輝 中3 中山  智晴 中3

5 8:32 望月  將秀 高1 松本  剛武 高1 片野  隼輔 高1 矢部  銀士 高1

6 8:40 里  城之介 高1 塚田  大雅 高1 阿部 羽流斗 高1 渡辺    匠 高1

7 8:48 申    東宙 高1 矢野  仁貴 高2 藤田 悠太郎 高2 林    謙吾 高2

8 8:56 鈴木  琥和 高2 鈴木  零央 高2 山崎    稔 高2 鈴木 希実也 高2

9 9:04 松岡  大和 高2 齊藤  梁太 高2 川本 大維志 高2 本松  悠月 高2

10 9:12 日下部 結斗 高3 杉浦  典龍 高3 中村  颯馬 高3

11 9:20 細川  氷馬 高3 田中  楓陽 高3 久保村  凌 高3

12 9:28 近藤  輝明 高3 久保山 理叶 高3 中川  海大 高3

※  都合により組み合わせが変更になる事が御座います。
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