
※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
ｲﾜｷ ｱﾝﾅ ｲﾄｳ ﾏﾕｺ ﾑﾗｲ ﾕｳﾅ ｶﾝﾉ ｶｽﾞｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾏｺﾄ ｺﾝﾉ ﾀｸﾐ

岩城　杏奈 伊藤　真由子 村井　悠那 管野　一輝 松村　誠 今野　匠

村井　美奈子 今野　忠廣

ﾉﾍﾞ ﾕｳｶ ﾀｶｸ ﾕｳﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ ﾖｺﾀ ﾘｭｳｾｲ ｻｻｷ ｼﾞﾝ ｲｼｻﾞﾜ ﾁｻﾄ

野辺　優夏 高久　ゆうな 藤田　桃香 横田　竜成 佐々木　仁 石澤　祐怜

野辺　敏雄 佐々木　一宏

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵ ﾛｰ ﾘﾝﾅ ﾕｲ ｶﾉﾝ ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾗ ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ ｻﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ ﾊﾀﾔﾏ ｱｵｲ

坂東　奈央 ロー　鈴奈 油井　花音 久保田　さくら 村上　晴貴 佐藤　桂太朗 畑山　葵

油井　伸一郎 栗西　静香

ｽｽﾞｷ ﾏﾔ ﾖｺﾔﾏ ｷﾘ ｶﾝﾉ ｱﾕﾐ ﾖｼﾀﾞ ｷｯｶ ﾆｯﾄｳ ｹｲｽｹ ｵｸｻﾞｷ ｿｳﾀ ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｲｶﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ

鈴木　磨夜 横山　稀理 管野　あゆみ 吉田　菊花 日塔　啓介 奥崎　颯大 石川　大輝 猪狩　広大

鈴木　まゆみ 奥崎　明人

ｵｵﾑﾗ ﾐﾅﾐ ﾀｶｸ ﾐﾅﾐ ｻﾄｳ ﾕｳ ﾊﾏﾂ ﾀｸﾏ ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ ｱｽﾞﾏ ﾖｼｶﾂ

大村　みなみ 高久　みなみ 佐藤　優 濱津　拓真 池田　春樹 小林　周平 東　剛克

佐藤　愛子 池田　せいいち

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ｸﾄﾞｳ ﾘﾝｶ ﾋﾗﾂｶ ｱﾑ ﾏｶﾍﾞ ﾋﾃﾞﾐﾁ ｲｹﾀﾞ ﾀﾛｳ ｸﾜｼﾏ ﾀｲｷ

小林　千夏 工藤　鈴夏 平塚　新夢 真壁　英路 池田　太郎 桑島　大紀

平塚　俊郎 池田　章

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾉﾝ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾘｶｺ ﾊﾝﾀﾞ ｻｴ ﾋﾛｻﾜ ｷｮｳﾍｲ ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

山崎　花音 南澤　莉佳子 飯田　彩愛 廣澤　京平 黒澤　光 前川　大輔

南澤　一右

ｷﾑﾗ ﾚｲ ﾉﾍﾞ ﾅﾅｺ ﾀｹﾓﾄ ﾘﾅ ｻﾄｳ ﾘﾐ ｱﾍﾞ ﾏｻﾔ ﾁﾊﾞ ｾﾞﾝ ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾞﾝｶﾞ ｻﾄｳ ﾘﾖｳﾀﾛｳ

木村　怜衣 野辺　奈々子 竹本　梨奈 佐藤　李美 阿部　将也 千葉　禅 遠藤　銀河 佐藤　亮太朗

佐藤　喜克 遠藤　ひろし

ニッタ　リサキ ﾐｶﾐ ﾊﾅﾉ ﾖｺﾔﾏ ﾓﾓ ﾅﾅﾐﾔ ｷﾐｶ ｲｼｵｶ ｼﾞｮｳ ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ｲｹﾉ ﾔｽﾕｷ ｻｻｷ ﾅｵｷ

新田　律岬 三上　花乃 横山　もも 七宮　紀美佳 石岡　丈 阿部　修也 池野　泰由貴 佐々木　尚紀

横山　おりえ 阿部　好孝

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｷ ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾍｲ ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾅ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｵ

中村　凜 黒澤　大輝 猪股　柊平 工藤　未望 横田　一夏 岩渕　凜桜

黒澤　淳一 猪股　良和 横田　淑子

ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼｭﾝｷ ｳﾂﾐ ｼｮｳﾀ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ ﾆｼﾑﾗ ﾌｳｶ ｺｵﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ

泉田　駿輝 内海　将太 倉林　太聖 遠藤　吏紗 西村　楓香 郡山　瞳

倉林　愛 遠藤　竜一

ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ ｸｻﾉ ｼｮｳﾀ ｶﾀｸﾗ　ﾀｶﾉﾘ ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ ｻｻｷ ﾜｶﾅ ｳﾂﾐ ﾘｺ

工藤　大河 田中　樹 草野　祥汰 片倉　駿徳 三浦　琴未 佐々木　稚梨 内海　理子

工藤　由佳 片倉美香 佐々木　まさゆき

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｶﾀｸﾗ　ﾉﾌﾞｱｷ ﾆｯﾀ　ﾐｽﾞﾎ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｶ ｷｼ ﾏｼﾛ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ

渡辺　大輔 工藤　颯太 片倉　暢晃 新田　瑞穂 小泉　友佳 岸　純白 大須賀　望

渡辺　厚司 工藤　一幸 片倉正幸

ﾄﾖﾀ ﾕｳｺﾞ ｵｵｲｼ ﾖｼｷ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ﾁｶ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾅ ｳﾁﾐ ｱﾆｶ

豊田　悠悟 大石　恵輝 佐藤　佑斗 佐藤　千華 岩渕　唯愛 内海　あにか

豊田　幸二 大石　義和 佐藤　満 佐藤　友和 岩渕　匡敦

ｸﾜｼﾏ ﾕｳ ｻﾄｳ ﾕｳ ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ ｻｸﾗｲ ﾘｵ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾒ

桑島　雄 佐藤　優 高山　幸汰 櫻井　梨央 倉林　紅 小泉　友恵

桑島　美知代 佐藤ヨヨン 高山　良光 櫻井　勇一 倉林　大作

ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ ﾌﾙｻﾜ ﾕｳﾔ ﾊｶﾞ　ｺｳﾐ ｱﾍﾞ ﾓｶ ｱｷﾊﾞ ﾚｲﾅ

中里　通 古澤　優哉 芳賀　幸瞳 阿部　百花 秋葉　怜奈

中里　喜晴 古澤　達哉 芳賀友弥 秋葉　勝義

ｻｶﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ ｺﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾖｶ ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ ｲﾀｶﾞｷ ﾕｲｶ

酒田　隆太郎 中村　駈 小林　航大 渡辺　そ代加 社本　桜子 板垣　結叶

酒田　淳一 中村　実 小林　功樹 渡辺　和枝 社本　晃 板垣　慎司

13 ９：３０ 13

14 ９：４０ 14

11 ９：１０ 11

12 ９：２０ 12

9 ８：５０ 9

10 ９：００ 10

7 ８：３０ 7

8 ８：４０ 8

5 ８：１０ 5

6 ８：２０ 6

3 ７：５０ 3

4 ８：００ 4

1 ７：３０ 1

2 ７：４０ 2

ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　東北予選大会　3月31日（月）松島チサンカントリークラブ

※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。　.

15-17女→13－14女→11－12男→9－10男→7－8男 15－17男→13－14男→11－12女→9-10女→7-8女

OUT IN

15 ９：５０ 15

16 １０：００ 16

17 １０：１０ 17


