
※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
ドイ ナナコ オオサワ メイ イシカワ スズカ ヤマダ マサキ コバヤシ ケンシロウ イイダ カナメ スズキ シオン

土井　菜々子 大沢　芽衣 石川　涼夏 山田　真輝 小林　拳史郎 飯田　要 鈴木　慈音

土井　正樹 山田光隆

イシカワ マユカ フジモリ ミユ ナカソネ エイミ ワクイ マユ ヨシエ リュウイチロウ ツカハラ ユウスケ サカモト ショウイチロウカネコ タクマ

石川　茉友夏 藤森　未夕 仲宗根　瑛美 和久井　麻由 吉江　隆一朗 塚原　悠介 坂本　昇一郎 金子　拓馬

石川麻紀 塚原伸仁 金子芳樹

スズキ　チカコ ツツイ　ミウ イシザワ リアン ハナブチ リホ カワマタ　ダイキ ハンダ レイジ カサハラ　ダイキナカムラ ユウキ

鈴木　愛佳子 筒井　美羽 石澤　梨杏 花渕　里帆 川又　大毅 半田　怜士 笠原　大輝 中村　勇貴

石澤英輝 花渕良太郎 半田　文章

ホソヌマ ナツミ オオタ サラ タカサキ アヤノ クボ セイラ スズキ ユウタ カトウ タイガ ホソダ ヒビキ ハラダ ナギ

細沼　菜津美 大田　紗羅 高崎　綾乃 久保　青空 鈴木　雄太 加藤　大雅 細田　響生 原田　凪

高崎 昇 鈴木　和樹

ヤマダ サラ サトウ　ユウカ タカハシ ユウカ ニシムラ　スズカ カミヤ　コウノスケ クリハラ ユウ マルヤマ タイキ イチカワ ヒカル

山田　紗楽 佐藤　優伽 高橋　佑果 西村　涼花 神谷　幸之介 栗原　悠宇 丸山　泰輝 市川　輝

西村幸夫 丸山　徹

タカハシ ナナ イシカワ セイナ サイトウ ワカバ ミヤジ ハルカ カゼオカ イアン カワバタ キョウタロウ シライシ カズマ ソウマ カズキ

高橋　夏奈 石川　聖奈 齋藤　若葉 宮治　春佳 風岡　衣杏 川畑　京太郎 白石　一馬 相馬　和樹

高橋里奈 相馬道洋

ナカムラ ジュリカキクチ リオ キムラ アユ ナカジマ アヤノ オダ　ケイショウ タナカ ショウタロウ ヤマダ ケンシン イガイ ウテナ

中村　珠莉香 菊地　りお 木村　朱夢 中島　彩乃 小田　圭将 田中　章太郎 山田　剣臣 亥飼　台

木村 真奈生 田中佐和子 亥飼　妙子

イマイ　アユミ ヨシダ ユウリ イシザワ リオン コンノ ユウナ サトウ タクロウ ナカソネ カンエイイケダ　ユウタ ヤマシタ　コウジロウ

今井　鮎美 吉田　優利 石澤　梨音 金野　優菜 佐藤　卓郎 仲宗根　寛瑛 池田　　悠太 山下　晃志郎

石澤英輝 仲宗根奈穂美

イナガキ ナナコ モト アスカ カワムラ クルミ ソウトメ　シヒナ コガ タイキ カシワマタ ユウ タカハシ ダイト タナカ ユウキ

稲垣　那奈子 本　明夏 河村　来未 五月女　栞雛 古賀　大輝 柏俣　結生 高橋　大斗 田中　雄貴

河村　京子 高橋正博

ホシノ アンナ ヤグチ アイリ アベ モエ ハヤシ　ナノコ スズキ リュウタ イノウエ　カズマ ウチダ コウキ ヒガ カイト

星野　杏奈 矢口　愛理 阿部　萌 林　菜乃子 鈴木　隆太 井上　和馬 内田　航貴 比嘉　海人

矢口　正明 内田智子

ツチダ ミキ サカイ ルナ ヤマジ アキラ ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ コヤ ショウイチロウ ヨシザキ ハルキ サワイ カズマ ハヤシ キョウヘイ

土田　三栞 坂井　留奈 山路　晶 藤田　桃香 小屋　将一朗 芳崎　陽紀 澤井　一馬 林　恭平

土田　誠 芳崎直紀

セキネ リオ クドウ ユウミ ウチヤマ　エリカ オグラ ヒマワリ ナカイ ケント ヒラカワ　リョウ ヨシダ ハヤト

関根　理央 工藤　優海 内山　絵梨香 小倉　ひまわり 中井　賢人 平川　諒 吉田　隼人

工藤久美子 平川俊樹

ササガワ ツバサモリ　ミズナ ヤジマ　マコト ヒラノ アイコ ホンマ タスク サイトウ　ユウサクアサヒナ ツバサ

笹川　翼 森　瑞那 矢嶋　真琴 平野　愛子 本間　佑 斉藤　優作 朝日向　翼

朝日向　正弘

ハシモト ユウナ ノダ スミレ フジタ アイ ワキヤマ　カレン イノウエ ケント ミウラ タイガ ナカムラ　カズタカ

橋本　優菜 野田　すみれ 藤田　愛 脇山　佳連 井上　賢人 三浦　大河 中村　一隆

ヒロタ マユ ノリトミ ユイ ロ　エミ イマイ　ヒロミ アンドウ　ヒカル カワシマ リキ ナカジマ ヒロキ

廣田　真優 乗富　結 呂　えみ 今井　裕美 安藤　旺 川島　理暉 中島　央樹

タカダ カナ ミマ ツカサ シノザキ マナ オカ イズミ アワジ レン ヤマギシ ユウキ イチノセ シュウト

高田　佳奈 美馬　つかさ 篠﨑　愛 岡　和泉 淡路　恋 山岸　宥喜 一ノ瀬　秀都

山岸佳枝

クボ タツキ アラキ マモル ノグチ ユウタ マエダ コウシロウ ウシキ トモノリ エンドウ シンノスケアイダ　シンノスケ

久保　辰貴 新木　衛 野口　裕太 前田　光史朗 牛木　智教 遠藤　慎之介 會田　新之介

新木友和 前田　好則 會田善文

ササキ シュウヤ オオヌキ トシキ シモムラ　サトシ スズキ　アサト ヒラカワ リクト オオイワ リュウイチイワサワ カズキ

佐々木　愁也 大貫　利樹 下村　聡 鈴木　朝登 平川　陸斗 大岩　龍一 岩沢　一輝

下村　智治 岩沢　司

アカイワ レノン イノウエ　タツキ イシザカ トモヒロスズキ ケイタ タカハシ カイト ツカモト ガク ノムラ リュウタロウ オカダ ヒロム

赤岩　伶音 井上　達希 石坂　友宏 鈴木　敬太 高橋　海仁 塚本　岳 野村　龍太郎 岡田　裕

長谷川　章 野村雄司

イワトミ ガイヤ ウメウチ シュウタロウオノデラ ユウ ミズノ ハルキ ハンダ ヒロム テルヌマ ジュンペイ ヨシザワ イチル カンダ　ツバサ

岩富　凱也 梅内　秀太郎 小野寺　悠 水野　陽稀 半田　紘夢 照沼　純平 吉澤　一瑠 神田　翼

小野寺智 半田利一

フカオ ケンタ ナカムラ ユウダイ コガ ヒロキ サワダ タイガ サカネ リュウノスケ ハラダ タイガ タカハシ ケイ カネコ　リョウノ

深尾　健太 中村　悠大 古賀　浩輝 澤田　大凱 阪根　竜之介 原田　大雅 高橋　慧 金子　凌之

深尾明伸

トヨダ リュウセイ イハラ シオン オオサワ　ユウ ユギ　ショウゴ ユモト カイシ スギヤマ ユウジ サイトウ　ミズキ

豊田　龍生 井原　史韻 大澤　優 柚木　将吾 湯本　開史 杉山　悠司 齊藤　瑞己

井原典嗣

オリイ ショウタ エグチ ユウヤ イズミダ ヒロキ ヨコミゾ　ムサシ セリカワ　リョウ シノザキ カノン スズキ　ショウチロウ アカデガワ シュウスケ

織井　昭汰 江口　勇也 出水田　裕輝 横溝　武蔵 芹川　諒 篠﨑　嘉音 鈴木　祥一郎 赤出川　周亮

出水田勝則

サトウ　アスカ パン 世運 シブヤ コウタロウオザキ ユウダイ

24 佐藤　飛鳥 方　世雄 渋谷　晃太郎 尾崎　悠大 24

佐藤克人

タムラ マサト イノウエ ユウイチロウイシモリ ケンタロウ ミス タイガ

田村　将人 井上　裕一郎 石森　健太郎 三須　大雅
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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　関東予選　4月2日（水）サンヒルズカントリークラブ

※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。　.

13-14女→15-17女→13-14男 11－12男→15-17男
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