
※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。

★マークは、カート運転手としてご協力頂けるボランティアスタッフの方です。

組 組 組
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ﾖｼﾀﾞ ﾂｶｻ ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾘｷ ﾏﾂｼﾏ ｷﾘｭｳ ｼﾓｿﾞﾉ ｺｳﾀ ｳｼﾂｶ ｶｲﾄ ﾅｶﾉ ｹｲｼｮｳ ｲﾉｳｴ ﾃﾙｷ ﾋﾛﾅｶﾞ　ﾀｲﾁ

山本　大勢 吉田　主爽 長崎　煌心 枝川　吏輝 松島　生龍 下園　航太 牛塚　海斗 中野　恵將 井上　輝己 廣永　泰地

山本　和範 吉田　千華 長崎　慎太郎 松島　靖昭 下園　裕司 中野　幾一郎 廣永　泰清

ﾐﾔﾓﾄ ｺｺﾐ ﾏﾂｵ ﾓﾓｺ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ｶｼﾓﾄ　ｱｺ ｲｼﾂﾞｶ ｼｮｳﾘ ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ ﾌｸﾄﾞﾒ ｷｮｳｽｹ ｺﾞﾄｳ ｲﾂｷ ｵｵｲｼ ｱﾂﾔ

宮本　志美 松尾　桃子 豊田　ヒカル 柏本　朱心 石塚　祥利 池田　拓史 豊田　真太郎 吉田　直樹 福留　京介 後藤　樹生 大石　敦也

宮本　愛永 松尾　新吾 豊田　新 柏本　隆 石塚　祥貴 大石　修一郎

ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｵｵｶｷ ﾃﾝｼｮｳ ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾏ ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｲｼｲ ﾀｲｾｲ ﾄﾖﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ ﾂﾙﾋｻ ｹｲ ﾖﾈﾔﾏ ｹｲ ｲﾃﾞﾘﾊ ﾀｲﾁﾛｳ

吉田　京介 大柿　天嵩 秋山　隆之介 米山　遼 上山　捷馬 横山　翔伍 石井　大聖 豊田　篤弘 鶴久　慧 米山　慶 出利葉　太一郎

吉田　博史 大柿　聡彦 秋山　隆二 米山　修作 横山　良則 鶴久　哲志

ﾓｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾅｶﾔﾏ ｽｽﾞｷ ｳｴﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ﾓﾘｿﾞﾉ ﾀｲｶﾞ ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼ ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ ﾀｶﾐﾔ ﾁｻﾄ ﾌｸｵｶ ｼｮｳﾘ ﾆﾀ ﾖｼﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾏ

茂刈　淳晟 林田　直也 中山　凉希 上山　虎雅 森薗　大河 松田　正史 古川　創大 高宮　千聖 福岡　奨鯉 二田　義大 山本　涼真

茂刈　孝子 林田　信男 中山　結加里 上山　奈央 森薗　幸久 高宮　邦泰 山本　直喜

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾒｶ ﾓﾘ ﾕｲ ﾌｸｲ ﾓﾓｶ ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾘ ｶﾜﾓﾄ ﾙﾅ ｻｻｷ ﾊﾙ ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

宮本　姫佳 森　愉生 福井　百々花 奥山　友梨 河本　留奈 佐々木　波流 井手　翼 吉田　太一 林田　卓也

小川　伸一 森　昭博 福井　里美 河本　健児 吉田　保人

ﾎｶｿﾞﾉ ｶﾚﾝ ｽｶﾞ ﾌｳｶ ｺｻﾞｸﾗ ｻｷ ﾐｽﾞｷ ﾊﾙｶ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｷ ﾓﾄﾀﾆ ｴﾘｶ ﾏﾁﾀﾞ　ﾘﾅ ｳﾉ ﾀｲｾｲ ｵｶﾞﾜ ｼﾞﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ

外園　華蓮 菅　楓華 小櫻　咲 水木　春花 谷口　美月 元谷　絵理花 町田　理奈 宇野　泰成 小川　仁 山本　敬三

外園　哲也 小櫻　直剛 水木　八郎 ★中原　直継

ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾅｺ ｺﾆｼ　ﾕﾒ ｽｽﾞｷ　ｱﾔﾉ ｼｵｽﾞﾐ ﾊﾅｶ ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｳ ｶﾗｼﾏ ﾈﾅ ｿﾉﾀﾞ ﾕﾘｱ

宮本　七虹 小西　優恵 鈴木　葵乃 塩澄　英香 後藤　未有 辛島　寧那 園田　結莉亜

宮本　真由美 小西　英樹 鈴木　佑佳子 後藤　知弘

ﾎｶｿﾞﾉ ﾘﾘｶ ﾀｹﾊﾗ ﾐﾕ ﾖﾈﾑﾗ ﾘｺ ｵﾉｻﾄ ﾘｱ ｴｶﾞﾜ ｺﾄﾐ ｷﾑﾗ ｽｽﾞﾅ ｱｷﾔﾏ ﾋﾒｶ

外園　莉々華 竹原　美悠 米村　りこ 小野里　リア 江川　琴実 木村　鈴菜 秋山　姫夏

★中原　由美

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘﾅ ﾊﾔﾐ ﾘﾝｶ ﾀｶﾊﾗ ｶﾅ ｸﾎﾞ ﾘﾉ ｶﾐﾔ ｻｸﾗ ﾅｶﾐﾁ ﾏｲ

箸本　万里奈 速水　梨花 高原　花奈 久保　梨乃 神谷　咲来 中道　まい

箸本　智美 神谷　

ﾌｸﾊﾗ ﾘｺ ﾅｶﾐﾁ ﾕｲ ｺｳﾗ ｱｽﾞｻ ｻｻｷ ﾙﾅ ｵｵﾊｼ ｾｲｶ ﾅｶﾞﾉ ｻｸﾗ ﾏﾂｼﾏ ｶﾉﾝ

福原　璃呼 中道　ゆい 小浦　梓 佐々木　留奈 大橋　せいか 永野　さくら 松島　華暖

小浦　浩二 松島

ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｲﾗ ｱｵｲ ﾏｺ ｵｵﾊｼ ｱﾘｻ

鍋島　海良 青井　麻瑚 大橋　ありさ

鍋島

ﾔﾏｸﾞﾁ　ｱﾝﾅ ﾅｶﾞﾖｼ　ﾋﾅｶ ﾏﾁﾀﾞ　ﾘｻ ﾅｶﾞｴ ﾘｮｳ

山口　晏奈 永吉　ひな花 町田　理紗 永江　綾

永江　

尾鈴→橘 霧島→尾鈴 橘→霧島

ＰＧＭ 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　九州予選大会　2月28日（土）宮崎国際ゴルフ倶楽部

※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。　.

７－８男女→９－１０男→９－１０女子→１１－１２女子 １１－１２男子→１３－１４女子→１５－１７女子 １３－１４男子→１５－１７男子

2 ８：０８ 2 ８：０８ 2

1 ８：００ 1 ８：００ 1

4 ８：２４ 4 ８：２４ 4

3 ８：１６ 3 ８：１６ 3

6 ８：４２ 6 ８：４２ 6

5 ８：３３ 5 ８：３３ 5

8 ９：００ 8 ９：００ 8

7 ８：５１ 7 ８：５１ 7

10 ９：２０ 10 ９：２０ 10

9 ９：１０ 9 ９：１０ 9

12 ９：４０ 12 ９：４０ 12

11 ９：３０ 11 ９：３０ 11

13 13 13


