
※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。 ※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。 ※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 組
タナカ ヒナ ヨコヤマ アイカ アオヤマ ヒナコ トクラ モモカ フクダ サヤ ウメダ　チハル ホリデ ショウタ オカイチ ミズキ コマザワ ケンイチロウ ヨコヤマ　サクラ オクダ　マコト スギナガ アリサ

田中　陽菜 横山　愛華 青山　日向子 戸倉　桃果 福田　紗耶 梅田　千暖 堀出　翔太 岡市　瑞樹 駒澤　賢一郎 横山　紗蔵 億田　真琴 杉永　安里紗

田中 晃子 横山正容 青山禎之 福田康文 駒澤正彦 杉永昭記

スミエ アイリ ハヤシ　キリナ トミ リオン タカハラ カナ オオエ マイ トミ アイリ カネコ マナカ ミムラ ユウマ ナカムラ ケンタ オガワ ショウ ヤマシタ カイ サカイ リナ オウ　テンヨ

角江　愛梨 林　希莉奈 富　琉緒 高原　花奈 大江　真愛 富　愛琳 金子　真果 三村　悠真 中村　鎌大 小川　翔 山下　加衣 酒井　里奈 王　天妤

角江　千裕 林　賢 富 拓也 高原貞樹 三村 宏 李　微

フジイ　ミウ キノモト　ソラ アダチ リリカ タカモト サヤカ マツイ　ヒナ タカギ ミサキ ナカノ キララ パク　サンヨン マツナガ　ナオヤ オサ゛キ ショウコ゛ カトウ　マオ ハシモト チサト サワダ チカ

藤井　美羽 木ノ本　星空 足立　凛々花 高本　沙也佳 松井　雛 高木　美咲 仲野　綺良々 朴　翔永 松永　直也 尾崎　彰吾 加藤　舞乙 橋本　千里 澤田　知佳

藤井智子 木ノ本晶 足立重樹 松井智也 仲野仁司 松永知久 加藤統也

ヨキヤマ ユリカ サカオ ユウ ウチダ　ヒナ スギウラ アイリ イナオカ セリナ カミヤ ソラ テラオカ サヤカ ナカマ　チヒロ ウメヤマ ユウシン アマダ カンタ オオシオ ノブキ トダカ ダイチ ナガサキ ミユウ ヨシモト ナナミ ニシハタ モエカ ヒロツ　アヤカ

横山　百合香 坂尾　優有 打田　妃菜 杉浦　愛梨 稲岡　世莉奈 神谷　そら 寺岡　沙弥香 中間　千尋 楳山　優真 天田　侃汰 大塩　展甲 戸高　大地 長崎　美優 吉本　七海 西畑　萌香 弘津　綾香

建部　元晴 坂尾 和之 打田知玄 杉浦　博倫 稲岡　和郎 戸高清美 弘津　きよみ

ウサミ　ユウ クセ カノカ ナカムラ　チサキタナカ ジュラ アキタ ラン ハットリ ヒトミ ノムラ レオナ ハヤシ ジュカ コサイヒラ ユウワイシヤマ タカヒロヤマダ カンタ ミナミ タクヤ キタニシ サキ シオミ ココア ニシオカ フウカ シマヌキ ユキ

宇佐美　優 久世　夏乃香 中村　知紗希 田中　珠蘭 秋田　藍 服部　仁美 野村　玲緒奈 林　珠香 小斉平　優和 石山　貴大 山田　勘太 南　沢弥 北西　沙妃 塩見　心愛 西岡　風佳 嶋貫　友紀

宇佐美　嘉浩 久世　淳 中村　佳靖 田中　重幸 野村年明 南　和伸

アオヤマ　ミドリ ハナダ カリン ジョウノ ミミ オカダ　チアキ フジハラ　ユウナ ウラカベ アイナ ムカイ チサト アサクラ チカコ マツモト マサキ ウメヤマ ケイシン ウエダ アツシ キノシタ ヤスヒロ カネコ モモカ アシザワ エリ ミズコシ　ナツキ コバヤシ ミホ

青山　緑 花田　華梨 城野　心美 岡田　千晶紀 藤原　侑奈 浦壁　愛菜 向井　千智 朝倉　千夏子 松本　正樹 楳山　慶真 上田　敦士 木下　泰宏 金子　桃果 芦沢　衣里 水越　菜月 小林　未歩

青山五郎 花田拓也 岡田桂一 浦壁寛宣 向井　重人 上田陽子 金子　洋一

アカマツ ナギサ ムカイ シズク カワイ　リコ マルイ ナツミ ニイ ユウカ イコマ リサ キムラ　アマネ ヨコヤマ マイ トヨヤマ リョウ コニシ ケンヤ ハシモト レイ モリタ タクミ ヨシモト リュウト イズミ ケンタロウ ムカイ カズマ スズキ リュウタロウ

赤松　渚 向井　静玖 河合　莉子 丸井　捺美 仁井　優花 生駒　莉彩 木村　天音 横山　まい 豊山　良 小西　健矢 橋本　怜 森田　匠海 吉本　龍斗 和泉　健太郎 向井　一真 鈴木　龍太郎

赤松進至 向井　憲太朗 河合　啓 丸井康夫 横山幸夫 森田　晃徳 和泉育義

ニシダ ナナミ ナカマ モモカ ダイゴウ ヒカル サワダ　ジュリ テラモト　ハルナ ウエダ リナ ヤナイ ミユウ オカダ　チナツ イマミヤ タカトモ イトウ　リョウヤ テラモト コウスケ タナカ　タイガ カトウ　ヒデアキ クロダ トモユキ サワダ アラタ ワダ タクマル

西田　奈々実 中間　桃香 大郷　光瑠 澤田　珠里 寺本　遥奈 上田　莉奈 柳井　美優 岡田　千菜津 今宮　陸智 伊藤　遼哉 寺元　虹介 田中　泰芽 加藤　秀明 黒田　智之 沢田　新 和田　卓丸

西田　演男 大郷　由起子 澤田　淳二 柳井秀夫 今宮一彦 沢田　利幸

ユアサ　セリ ウヅキ　アコ ヤナギサワ ミナ エベ　リリカ タテベ　マサキ オオタニ ツバサ マスダ ワタル キムラ ケンタロウ カトウ　ハルキ フジヤマ タイヨウ スズキ　ジュンペイ コンダ カズマ ヤノ タツノリ アオヤマ コウダイ シマノエ ユウダイ

湯淺　芹 卯月　愛湖 柳澤　美那 江辺　梨々花 建部　晶紀 大谷　翼 益田　航 木村　賢太郎 加藤　陽輝 藤山　大耀 鈴木　淳平 近田　一真 矢野　辰典 青山　晃大 島ノ江　雄大

湯淺　晋一良 卯月　朗 柳澤　弘 建部　聡 大谷　理恵 益田　ノブオ 藤山　かずよ 矢野晴彦

コマツ タイヨウ クラジョウ　ミズチテラダ ソウタ トウジョウ ヒロト キタゾエ　カイト オダ ショウヘイ ツリウラ　イクマ テラジマ リョウ フジヤマ カイセイ イケダ タクミ マスダ　イツキ サワダ ヒビキ タルイ トモヤ

小松　大洋 蔵城　劉 寺田　壮汰 東城　大翔 北添　海翔 小田　祥平 釣浦　郁真 寺島　諒 藤山　開晟 池田　拓己 増田　樹 澤田　響 樽井　友哉

小松俊全 蔵城　憲昭 寺田和弘 東城　靖基 北添　俊之 小田 渉 藤山等史 池田 こころ　

ミズコシ　ケンイチ フナオカ　セイシロウシミズ ケント コマツ　カイト コンドウ ミナト タケバ コウキ コンドウ　コウヨウスギウラ ユウタ ウサミ トモアキ フクヤマ コウタ ハットリ マサヤ フクタ コウシ ヤマザキ ユウキ

水越　絢一 船岡　誠志郎 清水　拳斗 小松　快聖 近藤　港 竹葉　光希 近藤　航洋 杉浦　悠太 宇佐美　友亮 福山　功太 服部　雅也 福田　孔子 山崎　有輝

水越立也 船岡幸治 清水勝太 小松義幸 近藤 研二 竹葉新二 近藤康洋 山崎善孝

スミエ リクト ダイカイ　リョウスケ コスギ ヒショウ サカモト ジン ヒガシツツミ　ソウタロウヒガシノ　シュウマ マツオカ リュウキ タカヤマ　シュンスケハシグチ　ジュン ナカタ コウタロウ タカオカ　リョウ スガワラ チカツ カネコ ソウマ オギノ タイユウ

角江　陸翔 大海　諒介 小杉　飛翔 坂本　迅 東堤　爽太朗 東野　秀馬 松岡　龍希 高山　峻輔 橋口　潤 中田　康太郎 髙岡　龍 菅原　知勝 金子　聡真 小木野　太優

角江　美貴男 大海順子 小杉 秀夫 坂本文二郎 東堤勝彦 東野光司 松岡直樹 中田吉彦 小木野　隆

ウエダ ショウタ ハベ シュンイチロウ ハナムラ　ヒデアキ ヒラマツ　コウタロウ ヤマダ　コウキ スミエ　ユウキ コダマ　ユウゴ イワツキ　リュウノスケ ウラカベ タイイ ジョウノ　ヒロト スズキ アユマ キシダ　リュウノスケ アライ リュウイチイナ リョウヤ ハセガワ タカヤ タカセ　リュウマ

上田　翔太 波部　俊一朗 花村　秀太 平松　孝太郎 山田　倖生 角江　勇稀 兒玉　悠悟 岩槻　竜ノ介 浦壁　大尉 城野　寛登 鈴木　歩真 岸田　龍之介 新井　隆一 伊奈　諒哉 長谷川　貴優 髙瀬　龍馬

上田　将之 波部公洋 花村秀明 平松  賢斉 角江　知之 兒玉 素子 岩槻剛史 浦壁由美子 鈴木 敏秀 髙瀬　秀人

マルヤマ アイ ヤマダ　ウキハ ニシヤマ チリ アライ タツノリ カネコ コウガ オカゾエ　シュウヘイ カワセ　テツヒロ ユウタ ヒロム イワサキ ユウト タナカ　リント ニシ　タイキ タナカ シンノスケウメダ　キョウセイミゾグチ ジョウ オオハシ コウタロウ

丸山　愛 山田　うきは 西山　知里 新井　龍紀 金子　幸雅 岡副　周平 川瀬　哲広 夕田　大夢 岩崎　裕斗 田中　凜翔 西　泰樹 田中　伸乃輔 梅田　恭生 溝口　丞 大橋　浩太朗

丸山　徹 山田孝富 西山　明宏 新井恵子 金子正幸 岡副公則 川瀬晴樹

カミヤ　モモ アキタ ヒカリ ハナダ スズナ ミズノ レオ キタニシ コウキ ヤマカワ トム セキモト リュウシ イトウ ケイセイ ササヤマ シュン カトウ リョウヤ ナガモリ タケト スガ モモカ ハヤシ　シオナ ナカニシ ユウカ ヨシダ シオリ

神谷　もも 秋田　光梨 花田　涼奈 水野　伶皇 北西　晃基 山川　斗夢 関本　琉志 伊藤　敬星 笹山　峻 加藤　遼也 永守　豪人 菅　萌々香 林　司緒奈 中西　悠加 吉田　汐織

神谷　哲史 秋田文弘 花田亜矢子 水野　賢 北西康史 山川隆宏 関本伸也 伊藤　篤敬 吉田知史

サカイ リコ キヨモト ミナミ クリタ レナ ウメダ コウキ カネザシ トオヤ ヤブ リョウイチ トミタ ケイト スエキ　コウガ ユハラ ヒカル ヨシダ シンノスケイシカワ　ヒロト カワグチ アイ カワイ レイナ ハヤシ　ヒナノ ヤマベ　リナ

酒井　理琴 清本　美波 栗田　怜奈 梅田　昂暉 金指　統哉 藪　凌一 冨田　啓斗 末岐　幸輝 湯原　光 吉田　慎之介 石川　大翔 川口　愛 川合　玲那 林　陽菜乃 山邊　里奈

酒井 康年 清本 徳奎 栗田　隆秀 梅田　直希 金指　徹 藪典子 冨田俊哉 湯原　健 林　秀行

マキノ ユウト ホッコク ジョウジ カワイ ジエイ オオタニ ゲンキ マブチ チエリ アオイ マコ コイデ　ミウ カワグチ リホ

牧野　優斗 北國　譲斗志 河合　慈英 大谷　元気 馬渕　智衣里 青井　麻瑚 小出　美雨 川口　莉歩

大谷　秀人 青井康子

オクムラ レイ オザキ タカヤ ヤマザキ　アキヒト トウジョウ コウスケ ハラダ モエコ カワナカ スグカ タケダ　サヤノ オイカワ リコ

奥村　礼惟 尾崎　敬也 山崎　滉仁 東城　幸翼 原田　萌子 川中　俊果 竹田　清乃 及川　莉瑚

山崎伸吾 川中邦年

ウメダ ノブヒロ クラゾノ　ソウマ イケダ ユウキ アラタケ エンセイ サカイ ユウナ カネハラ リリカ タカハシ セイ オカダ　リサ

梅田　展弘 藏薗　颯真 池田　優己 荒武　円晴 酒井　優菜 金原　梨里加 高橋　清 岡田　梨沙

池田 こころ 岡田　健一郎

サカグチ サアヤ スミハラ ミユ タカギ ミユ ハヤシ ユウナ

坂口　沙綾 隅原　実優 高木　美佑 林　結菜

隅原　健二
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ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　関西予選大会　３月１６日（日）亀山ゴルフクラブ　東コース

※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。　.

9-10女子→7－8男子→7－8女子 11－12女子→9－10男子

東　OUT 東　IN

ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　関西予選大会　３月１６日（日）亀山ゴルフクラブ　西コース

※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。　.

15－17男子→11－12男子 15－17女子→13－14男子→13－14女子

西　OUT 西　IN
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