
※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
ﾔｽﾓﾄ ﾐｻｷ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ ｻｶｲ ﾋﾅﾉ ﾔｸﾗ　ﾘｻ ｲｼｶ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾅﾝﾊﾞ ｿｳｲﾁ ﾆｼﾜｷ ﾏｱｸ

安本　美咲 山本　斎 堺　日菜乃 矢倉　里紗 石過　功一郎 灘波　綜一 西脇　まあく

堺　博文 西脇　田朗

ｶｼﾞﾔﾏ ﾏﾘﾅ ｻﾝｷｮｳ ﾕｷｴ ｶｻﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ ｵｶﾞﾜ ｳﾗﾗ ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｵｵｼﾏ ﾎﾉｵ ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

梶山　万里奈 三京　幸恵 笠原　響 小川　うらら 栗本　和博 鈴木　慶太 大嶋　炎 長谷川　圭佑

三京　正幸 鈴木　直行

ｶｶﾞﾜ ﾁﾖﾐ ﾌﾙｶﾜ ﾏﾕﾅ ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾈﾈ ｶﾜﾓﾄ ﾕｲ ﾏﾂﾑﾗ ﾅｲｷ ｳｷﾀ ﾂﾊﾞｻ ｱｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

香川　ちよみ 古川　茉由夏 後藤田　寧々 河本　結 松村　成生 宇喜多　飛翔 芦澤　大地

河本 みゆき 芦澤　俊二

ｶｷ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾁｻﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾘﾙｱ ﾜﾀﾞ ﾕｳﾎ ｸｽﾀﾞ ﾄﾉ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ ｼｹﾞﾄﾓ ﾘｮｳ

垣　優菜 山本　千聖 古川　莉月愛 和田　優歩 楠田　常乃 窪田　大紀 重友　稜央

重友　和人

ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ ﾅｶｵ ｱﾔﾉ ｻﾀﾞﾔﾏ ｽｽﾞｶ ﾑｶｲ ﾅﾅﾐ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ｵｵｲｼ ｱﾂﾔ ｽｷﾞｶﾜ ﾘｮｳ

神田　ひなた 中尾　彩乃 佐田山　鈴樺 向井　七海 山内　一輝 大石　敦也 杉川　諒

向井　まこと 大石修一郎

ｻﾉ ﾏﾄﾞﾘ ﾀｹﾉｳﾁ ﾐﾅﾐ ﾏﾆﾂｸｽ ｼﾞｮｲｱｹﾐ ｶﾜﾓﾄ ﾘｷ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ ｲｼｶ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ ｶｻﾊﾗ ｱｷﾗ

佐野　円梨 竹ノ内　南 まにっくす　じょいあけみ 河本　力 高橋　海理 石過　龍次郎 笠原　瑛

マニックス　かすみ 高橋　亨果

ﾆｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾅ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ ﾆｷ ﾀｸﾏ ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ ﾖﾈﾊﾗ ｶｲﾄ ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｶﾞ

西田　茉楓 中村　啓奈 雪野　若葉 仁木　卓磨 石井　大樹 米原　海斗 小川　龍雅

雪野　真琴 石井　靖子

ﾉｶﾞﾐ ﾊﾙｶ ﾌｼﾞｲ ｱｲ ﾉｷﾞ ﾓｴﾅ ﾜｼｵ ﾅｶ ｵｵｼﾏ ｲﾉﾁ ﾐﾁﾊﾗ ｹｲﾀﾛｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾃﾗｷﾀ ﾅｵｷ

野上　遥香 藤井　亜衣 野木　萌名 鷲尾　菜花 大嶋　命 道原　圭太郎 中澤　大樹 寺北　尚生

野木　高志 鷲尾　博子 道原　信二

ﾀﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ ｵｵｲ ﾋﾅｺ ﾔｷﾞ ｽｽﾞｶ ﾄｳｹﾞ ﾊﾙﾄ ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ ﾃﾗｵ ﾕｳｷ

田村　和 山口　ひかり 大井　彬夏子 八木　涼風 唐下　明徒 北川　将圭 寺尾　悠希

大井　博幸 北川　圭信

ﾓﾘｶﾐ ﾖｳｽｹ ﾐﾜ ﾕｳｼﾛｳ ｳｴﾉ ﾘｵﾝ ｶﾄｳ ﾏｻﾄﾖ

森上　耀介 三輪　有志朗 上野　麟欧 加藤　正豊

森上　由男

ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ ﾏﾂｲ ﾐﾕ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ ｻﾝﾀﾞ ﾏﾋﾛ ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾔ ｶﾈｻﾞﾜ ﾀｸﾄ ﾊﾗﾀﾞ ｿﾗ

細田　詩織 松居　美佑 高木　美空 岡崎　穂夏 三田　真弘 松村　孝哉 兼澤　拓斗 原田　大空

高木　邦俊 原田　雄一郎

ｱｻﾌﾞｷ ﾘｻ ｵｶﾀﾞ ｺﾉﾊ ｻﾀﾞﾔﾏ ｶｴﾃﾞ ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾝ ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ﾀﾏｷ ﾐﾅｷﾞ ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾏ

麻吹　理桜 岡田　樹花 佐田山　楓 田村　榛花 竹内　瑛信 杉原　勇輝 玉木　海凪 寺西　遼馬

佐田山　貴皓 玉木　雅宏

ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞﾝ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾓｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝｾｲ ｸｻﾞｷ ﾅﾙ ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾉ

上野　愉仁 古川　惣一朗 茂刈　淳晟 久﨑　成 森田　彩夏 森本　陽菜乃

上野　倫睦 古川　貴士 茂刈　孝子 久﨑　千恵子 森田　歩子 森本　ともこ

ｳｴﾉ ﾊﾔﾄ ﾕｷﾏｻ ﾚｵ ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ ﾀﾑﾗ ｸﾞﾝﾏ ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ

上野　隼人 行正　怜恩 窪田　隼人 田村　軍馬 進藤　太雅 竹内　康晴

行正　文彦 窪田　裕一 田村　勇気 進藤　雅信 竹内　幸治

ﾖﾈﾊﾗ ﾘｷﾄ ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾒｲ ｽｷﾞﾊﾗ ｱｷ ｲﾇｲ ﾀｲ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｴｲ ｱｻﾀﾞ ｼｭｳﾄ ｵｶﾀﾞ ﾚｵﾝ

米原　力斗 中村　恵明 杉原　亜規 乾　太意 中村　翔英 浅田　崇人 岡田　怜音

頼田　譲 三藤　久恵 杉原　義人 乾　貴美子 中村　治彦 浅田　義人 岡田　俊也

ｵｵﾀ ﾀｶﾄﾗ ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ ｶｻﾊﾗ ｹｲﾀ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾅﾜﾀ ｼｮｳｲﾁ ﾀｶﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾔﾌﾞｳﾁ ﾕｲ

太田　尭虎 和田　春輝 笠原　慶太 黒田　裕稀 縄田　翔一 高田　圭一郎 藪内　優衣

太田　貴光 和田　政春 黒田　貴之 縄田　幸生 高田　慎太郎 藪内　裕嗣

ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　中国・四国予選大会　3月8日（土）赤坂レイクサイドカントリークラブ

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

OUT IN

1 ７：３０ 1

2 ７：３９ 2

3 ７：４８ 3

4 ７：５７ 4

5 ８：０６ 5

6 ８：１５ 6

7 ８：２４ 7

8 ８：３３ 8

9 ８：４２ 9

10 ８：５１ 10

11 ９：００ 11

12 ９：０９ 12

13 ９：１８ 13

14 ９：２７ 14

15 ９：３６ 15

16 ９：４５ 16

調整枠


