
※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。

※組番号が黄色の組はカート運転手がいません。出来る方がいましたら、当日受付にてお申し出ください。ご協力をお願い致します。

組 組
ナカジマ ヒロキ ミナミ タクヤ ヨシダ　イブキ タケウチ　リナ オグラ ヒマワリ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾅｵ

中島　央樹 南　沢弥 吉田　歩生 竹内　莉奈 小倉　ひまわり 坂東　奈央

南　和伸 小倉　直美

コサイヒラ ユウワカネコ　ユウスケ タカハシ ケイ ヒルタ　ミナミ ﾖｼﾀﾞ ｷｯｶ アワシマ サチ

小斉平　優和 金子　優将 高橋　慧 蛭田　みな美 吉田　菊花 淡島　早智

金子　徳明 淡島　康弘

サカモト　マサノリ ﾆｼﾜｷ ﾏｱｸ シモダ　ユウタ ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾗ タジマ ユウ ハタオカ ナサ

坂本　将規 西脇　まあく 下田　雄大 久保田　さくら 但馬　友 畑岡　奈紗

日下部　直太 畑岡　博美

ｲｼｶ ｺｳｲﾁﾛｳ キンジョウ　イツキ トヨヤマ リョウ ミムラ　リョウガ オウ　テンヨ ノリトミ ユイ オニシ　ユリ クドウ ユウミ

石過　功一郎 金城　五貴 豊山　良 美村　凌我 王　天妤 乗富　結 識西　諭里 工藤　優海

金城　毅 李　微

ｻｻｷ ｼﾞﾝ ナカムラ ケンタ ハヤシダ タクヤ サカネ リュウノスケ ホシカワ ヒナノ ヤマジ アキラ ヒロタ マユ

佐々木　仁 中村　鎌大 林田　卓也 阪根　竜之介 星川　ひなの 山路　晶 廣田　真優

ウシキ トモノリ カトウ　ハルキ マツモト マサキ ヒラカワ リクト タナカ シンノスケ オオサワ　ユウ イシザカ トモヒロカワモト　リキ

牛木　智教 加藤　陽輝 松本　正樹 平川　陸斗 田中　伸乃輔 大澤　優 石坂　友宏 河本　力

カワイ レイナ タカハシ ナナ ミヤギ　ユナノ ヤマダ サラ ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾞﾝｶﾞ スガワラ チカツ イワトミ ガイヤ スギハラ　タイガ

川合　玲那 高橋　夏奈 宮城　夕夏乃 山田　紗楽 遠藤　銀河 菅原　知勝 岩富　凱也 杉原　大河

宮城　悟 遠藤　裕士

オニツカ　キリ サカイ ユウナ クボ セイラ イナガキ ナナコ ナカザト　ケント ｻﾄｳ ﾘﾖｳﾀﾛｳ アオヤマ コウダイ ヨシモト リュウト

鬼塚　貴理 酒井　優菜 久保　青空 稲垣　那奈子 仲里　健人 佐藤　亮太朗 青山　晃大 吉本　龍斗

久保　美那子 稲垣　陽夫 仲里　直哉 青山　涼子

コウノ　アンナ イドガワ ナツ ﾋﾗﾂｶ ｱﾑ キンジョウ ワカナ ウメウチ シュウタロウ ノグチ ユウタ トリウミ ソウタ オオハシ コウタロウ

河野　杏奈 井戸川　奈摘 平塚　新夢 金城　和歌奈 梅内　秀太郎 野口　裕太 鳥海　颯汰 大橋　浩太朗

平塚　俊郎 大橋　安浩

タジマ サト ヨシダ ユウリ ﾅｶｵ ｱﾔﾉ ﾀｹﾓﾄ ﾘﾅ ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ｲｼｵｶ ｼﾞｮｳ シブヤ コウタロウ ヨナミネ　カッショウ

但馬　智 吉田　優利 中尾　彩乃 竹本　梨奈 阿部　修也 石岡　丈 渋谷　晃太郎 與那嶺　夏翔

吉田　亜紀子 阿部　好孝

ﾀｶｸ ﾐﾅﾐ ナカジマ アヤノ ヤノ　モモ カワグチ リホ ナカオ　リョウタ ｲｼｶ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ サワダ アラタ クニエダ タイチ

高久　みなみ 中島　彩乃 矢野　萌々 川口　莉歩 中尾　亮太 石過　龍次郎 沢田　新 国枝　太一

矢野　龍男

ミヤザト　カイト スズキ ケイタ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ハットリ マサヤ

宮里　海翔 鈴木　敬太 中澤　大樹 服部　雅也

鈴木　和樹

ナカソネ カンエイ ﾀﾏｷ ﾐﾅｷﾞ ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾍｲ コバヤシ　タイガ ノムラ レオナ ヒラキ　アリナ シオズミ ハナカ ヒダカ　モモカ

仲宗根　寛瑛 玉木　海凪 猪股　柊平 小林　大河 野村　玲緒奈 平木　亜莉奈 塩澄　英香 日高　桃樺

仲宗根　奈穂美 玉木　雅宏 平木　正子 日高　修
ﾐﾜ ﾕｳｼﾛｳ フジヤマ カイセイホウセン ゲンキ ユハラ ヒカル テラオカ サヤカ イシハラ　カエデ ｵｶﾀﾞ ｺﾉﾊ ミズノ マリン

三輪　有志朗 藤山　開晟 宝泉　研輝 湯原　光 寺岡　沙弥香 石原　果楓 岡田　樹花 水野　円琳

藤山　等史 湯原　ゆりこ 石原　洋

オザキ タカヤ クリハラ ユウ ウチダ コウキ ｻﾝﾀﾞ ﾏﾋﾛ ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ ｺｵﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ モチヅキ ミナミ

尾崎　敬也 栗原　悠宇 内田　航貴 三田　真弘 三浦　琴未 郡山　瞳 細田　詩織 望月　美甫

栗原　貞芳 内田　智子 三浦　誠 郡山　知之 望月　吉克

カワバタ キョウタロウスギウラ ユウタ イシヅカ　ショウリ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ サトウ アニカ イワイ チサト カミヤ ソラ テラモト　ハルナ

川畑　京太郎 杉浦　悠太 石塚　祥利 中村　凜 佐藤　有仁加 岩井　千怜 神谷　そら 寺本　遥奈

石塚　翔貴 岩井　雄士 神谷　哲史

トヨサト ユウシ エダガワ リキ オオタニ ゲンキ カゼオカ イアン サイゴウ マオ ハセガワ　セラ ニイ ユウカ ヒガ　リオナ

豊里　裕士 枝川　吏輝 大谷　元気 風岡　衣杏 西郷　真央 長谷川　せら 仁井　優花 比嘉　里緒菜

豊里　健 大谷　秀人 仁井　義行 比嘉　安夫

ヤマグチ タイチ タナカ ショウタロウ タナカ ユウキ ホッコク ジョウジ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ タカハシ　ユメハ アサクラ チカコ イコマ リサ

山口　泰知 田中　章太郎 田中　雄貴 北國　譲斗志 大須賀　望 高橋　夢羽 朝倉　千夏子 生駒　莉彩

田中　佐和子 大須賀　純 生駒　雄司

マツオカ リュウキクスノキ ダイシュン ナワタ　リョウイチオオノ　コウ ナカハラ アミ サトウ カレン エベ　リリカ

松岡　龍希 楠　大峻 縄田　領一 大野　倖 中原　碧望 佐藤　夏恋 江辺　梨々花

松岡　直樹 楠　ほなみ 縄田　幸生 大野　宏之 中原　直継 佐藤　栄一 江辺　洋至

オダ ショウヘイ ナカマス　カツキ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ミヤシタ ユウキ カメガワ ミウ タカハシ コトネ スギウラ アイリ

小田　祥平 仲桝　克希 古川　惣一朗 宮下　優輝 亀川　美羽 高橋　琴音 杉浦　愛梨

小田　渉 仲桝　真生 古川　貴士 今泉　信孝 亀川　忠信 高橋　琴音 杉浦　博倫

ﾄﾖﾀ ﾕｳｺﾞ サイトウ　ハヤト ｵｵﾀ ﾀｶﾄﾗ サイトウ ヒカル ムカイ シズク ヤマモト ナツキ ｳﾁﾐ ｱﾆｶ

豊田　悠悟 斉藤　隼人 太田　尭虎 齋藤　光 向井　静玖 山本　渚月 内海　あにか

豊田　幸二 松崎　富男 太田　貴光 斉藤　史崇 向井　憲太朗 山本　正樹 内海　雄亮

サカタ カズマ コムラ ハヤト ショウナイ　タイガ セキネ トウマ ハナダ　カリン カカズ　ココナ コシダ ヤスハ シマダ ユラ

坂田　一真 小村　隼士 庄内　太我 関根　東馬 花田　華梨 賀数　心南 越田　泰羽 島田　ゆら

坂田　正昭 小村　百合 庄内　達哉 関根　健司 花田　拓也 賀数　直武 越田　直人 島田　育高

ｻｶﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ フナオカ　セイシロウ コバヤシ ショオン ﾀｶﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ ハヤシ　キリナ モリ　ユイ オギワラ イナホ サクライ ココナ

酒田　隆太郎 船岡　誠志郎 小林　翔音 高田　圭一郎 林　希莉奈 森　愉生 荻原　いなほ 櫻井　心那

酒田　淳一 船岡　幸治 小林　靖 高田　慎太郎 林　賢 森　昭博 荻原　康裕 櫻井　伊津子

アリゾノ ジュン イチムラ リュウガ モト タイシ シミズ ケント ｲﾀｶﾞｷ ﾕｲｶ フジシロ ナルミ オマタ ユズハ アキタ ヒカリ

有薗　純 市村　龍我 本　大志 清水　拳斗 板垣　結叶 藤代　成実 小俣　柚葉 秋田　光梨

有薗　一樹 市村　強志 本　徳吉 清水　勝太 板垣　慎司 藤代　操 秋田　文弘

キヨモト ミナミ ナカムラ ココロ コシオカワ　セリ ニシヤマ チリ

清本　美波 中村　心 小潮川　せり 西山　知里

清本　宗健 中村　佳世 西山　明宏
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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　決勝大会　5月9日（金）　花の木ゴルフクラブ

※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。　.

AM:15-17男→13－14女　PM:11－12男→9－10男→7－8男 AM:15－17女ー13－14男　PM:11－12女→9－10女→7－8女
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