
※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 組 組
オオカキ テンショウ ナカヤマ スズキ エダガワ リキ シラタ コウイチ マツダ　セイシ イシヅカ　ショウリ ニタ ヨシヒロ イデリハ タイチロウ マガラ リョウマ ヨシムラ ショウ

大柿　天嵩 中山　凉希 枝川　吏輝 白田　光一 松田　正史 石塚　祥利 二田　義大 出利葉　太一郎 間柄　両真 吉村　渚生

大柿　泉星 中山　真之介 白田　匡史 石塚 祥貴 吉村　啓悟

アリゾノ ジュン イリエ　ケンシン コホリ ミア ウエヤマ ショウマ タカミヤ　チサト ヨネヤマ　ケイ イケダ タクミ ヒロナガ　タイチ マガラ サトシ ヤマモト ケイゾウ コメノ コウシロウ

有薗　純 入江　健心 小堀　未愛 上山　捷馬 高宮　千聖 米山　慶 池田　拓史 廣永　泰地 間柄　智詞 山本　敬三 米野　功史郎

有薗　一樹 入江　貴士 高宮　邦泰 米山　修作 廣永　ヤスキヨ

ツルミ　ユウト フルカワ　ソウタ ウエヤマ タイガ ヤマウチ　ショウ ヤマグチ タイチ イシイ タイセイ トヨダ アツヒロ サトウ コウシロウ オクムラ エイシロウ ナワタ　シュウイチ

鶴見　優斗 古川　創大 上山　虎雅 山内　晶 山口　泰知 石井　大聖 豊田　篤弘 佐藤　紘士朗 奥村　栄史郎 縄田　修一

鶴見　高志 古川　一郎 上山　圭威二 山内　祥司 豊田　理智子

ヨシダ キョウスケ ナワタ　リョウイチ ヨコヤマ　ショウゴ クロキ　タイ タサキ ハルキ サクライ ゴウ タナカ　モトキ ゴトウ イツキ マワタリ セイヤ ムライ　リュウカ フクオカ　ショウリ

吉田　京介 縄田　領一 横山　翔伍 黒木　諦 田崎　春樹 櫻井　豪 田中　元基 後藤　樹生 馬渡　清也 村井　龍嘉 福岡　奨鯉

吉田　博史 縄田　幸生 ヨコヤマヨシノリ 黒木和秀 田中　元伸 福岡　明美

ハヤシダ ナオヤ ホリモト ユウキ ヤマモト リュウセイ トヨダ　シンタロウ タジマ サト イドガワ ナツ ヤマダ ミユ イワタニ カナ ホリモト ショウタ アベ　ヒロアキ オガワ　リュウセイマスダ ユウキ

林田　直也 堀本　祐希 山本　龍征 豊田　真太郎 但馬　智 井戸川　奈摘 山田　実侑 岩谷　奏 堀本　翔太 安部　寛章 小川　龍清 増田　湧希

林田　信男 堀本　健太郎 山本　丈 豊田　新 岩谷　健作 増田　一郎

カメガワ ミウ サクライ ココナ コザクラ　サキ オクヤマ ユウリ オオハシ セイカ キムラ スズナ オノサト リア キクタ ツトム アオキ　レオ オノ　シゲキ スガ タクト

亀川　美羽 櫻井　心那 小櫻　咲 奥山　友梨 大橋　せいか 木村　鈴菜 小野里　リア 菊田　奨 青木　怜蒼 小野　重輝 菅　卓人

亀川　忠信 櫻井　一也 小櫻　直剛 小野里　富夫 イナミ　ヒロシ

コホリ　マナミ ナカハラ アミ アオキ　ジュリア ヤノ　モモ テラニシ ヒカル イナダ　スズ タケシタ　ミスズ ナカダ　イツキ イナダ　ルイジ ウノ　タイセイ ジョウゴ シンタロウ

小堀　愛海 中原　碧望 青木　寿利亜 矢野　萌々 寺西　飛香留 稲田　涼 竹下　美鈴 中田　樹 稲田　塁仁 宇野　泰成 城後　真太郎

中原　直継 青木　忠春 竹下　和彦 城後　フミヨ

ニシカワ　カホ トクヤス ハナ ササキ ルナ ハシモト　マリナ ソノダ　ユリア ヤマウチ ユウキ アベ　ミユウ オニツカ　キリ セキ リョウノスケハヤシダ タクヤ フルカワ ユウキ ヤマモト リョウマ

西川　果穂 徳安　春奈 佐々木　留奈 箸本　万里奈 園田　結莉亜 山内　優希 阿部　未悠 鬼塚　貴理 関　凌之介 林田　卓也 古川　雄大 山本　涼真

西川　篤次 徳安　達文 佐々木　かおり 箸本　智美 山内　綱宏 山本　ナオキ

ヒライ サキ イワキリ ミソラ ハラダ　カナ トクヤス モモカ フルカワ リナ アオキ カナコ シラサカ ヒナ

平居　咲妃 岩切　美空 原田　佳奈 徳安　李香 古川　理那 青木　香奈子 白阪　雛

原田　政行 白阪　ヒロユキ

ヨネムラ　リコ ウチダ ユメノ ミズキ　ハルカ オオクボ モモカ タケウチ　リナ サトウ　フミカ ワキモト ハナ ニシムラ　サキ

米村　りこ 内田　夢乃 水木　春花 大窪　桃花 竹内　莉奈 佐藤　史佳 脇元　華 西村　彩希

内田　巌 水木　八郎 尾崎　昌樹

シオズミ ハナカ タダ　アヤカ エガワ コトミ オオスガ　ノゾミ ウチダ ユリナ タジマ ユウ カネコ モモカ オニシ　ユリ

塩澄　英香 多田　文馨 江川　琴実 大須賀　望 内田　百合菜 但馬　友 金子　桃果 識西　諭里

大須賀　純 識西　ナリアキ

カワモト　ルナ モトタニ エリカ カネコ マナカ オクヤマ ジュンナ ナガノ サクラ ワキモト サクラ ソノダ アミ ナガヨシ ヒナカ

河本　留奈 元谷　絵理花 金子　真果 奥山　純菜 永野　さくら 脇元　桜 園田　あみ 永吉　ひな花

河本　健児 金子　洋一 永野　ミユキ

アワシマ サチ ワタナベ シオリ シギョウ　アミ オオハシ アリサ

淡島　早智 渡邊　詩織 執行　亜美 大橋　ありさ

淡島　ヤスヒロ

尾鈴→橘 霧島→尾鈴 橘→霧島

ＰＧＭ 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　九州予選大会　3月1日（土）宮崎国際ゴルフ倶楽部

※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。　.

７－８男女→９－１０男→９－１０女子→１１－１２女子 １１－１２男子→１３－１４女子→１５－１７女子 １３－１４男子→１５－１７男子

2 ７：３９ 2 ７：３９ 2

1 ７：３０ 1 ７：３０ 1

4 ７：５７ 4 ７：５７ 4

3 ７：４８ 3 ７：４８ 3

6 ８：１５ 6 ８：１５ 6

5 ８：０６ 5 ８：０６ 5

8 ８：３３ 8 ８：３３ 8

7 ８：２４ 7 ８：２４ 7

10 ８：５１ 10 ８：５１ 10

9 ８：４２ 9 ８：４２ 9

12 ９：０９ 12 ９：０９ 12

11 ９：００ 11 ９：００ 11

13 ９：１８ 13 ９：１８ 13


