
※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。 ※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。 ※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。

※黄色く色が塗りつぶされている組は現在カート運転手が不在となっております。ご協力をお願い致します。

※★印はカート運転手をしてくれるボランティアスタッフの方です。

組 組 組 組
ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅﾐ ｶﾂﾐ ﾚｲ ｻｻﾞﾜ ﾗﾗ ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓｺ ﾀﾅｶ ﾋﾅ ｾｷｸﾞﾁ ｴﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ ｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ ｽｵｳ ﾕｳﾀﾛｳ ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ｶﾄｳ ﾊﾙｷ ﾉﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾂﾂﾞｷ ﾀｲｶﾝ

杉本　花波 勝見　莉衣 佐沢　愛々 沢田　ももこ 田中　陽菜 関口　絵万 山本　菜央 和泉　健太郎 周防　優太朗 奥田　智也 黒田　智之 加藤　陽輝 野田　悠太 都築　大寛

杉本　吉宏 辰野　義盛 佐沢　智秋 田中　晃子 和泉　育義 兪　富強

ｳﾂﾞｷ ｱｺ ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ ｻﾄｳ ｱｵｲ ﾆｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾕｱｻ ｾﾘ ｽｽﾞｷ ｿﾗ ｶﾜｻｷ ﾊﾙｶ ﾀﾅｶ ｼｮｳ ﾂﾘｳﾗ ｲｸﾏ ｳﾒﾀﾞ ｷｮｳｾｲ ｳｻﾐ ﾄﾓｱｷ ﾏｽﾀﾞ ｲﾂｷ ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏﾙ ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝ

卯月　愛湖 山下　アミ 佐藤　あおい 西田　奈々実 湯淺　芹 鈴木　空 川崎　春花 田中　翔 釣浦　郁真 梅田　恭生 宇佐美　友亮 増田　樹 和田　卓丸 棚橋　舜

卯月　朗 山下　英晃 佐藤　寛章 西田　演男 釣浦　雅路 和田　義文

ﾐﾂｲ ﾕﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾅ ﾀﾞｲｺﾞｳ ﾋｶﾙ ｴﾍﾞ ﾘﾘｶ ｱｻｸﾗ ﾁｶｺ ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ ﾊﾅﾀﾞ ｶﾘﾝ ｲﾄｳ ｹｲｾｲ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｮｳ ﾐﾀ ﾀｶｼｹﾞ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾔ ｷﾉｼﾀ ﾔｽﾋﾛ

三井　優奈 山本　瑠奈 大郷　光瑠 江辺　梨々花 朝倉　千夏子 山下　莉奈 花田　華梨 伊藤　敬星 溝口　丞 三田　貴樹 伊藤　悠真 山内　一輝 中川　直哉 木下　泰宏

三井　泰範 山本　清隆 大郷　由起子 朝倉　秀昭 三田　元美 木下　泰伸

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾅ ｵｶﾀﾞ ﾁｱｷ ｷﾖﾓﾄ ﾐﾅﾐ ｶｼﾓﾄ ﾊﾙｱ ﾀﾈﾑﾗ ﾐｺﾄ ﾄﾐ ﾘｵﾝ ﾃﾗｵｶ ｻﾔｶ ﾅｶﾞﾀ ﾘｺ ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾕﾏ ﾅｶﾀ ｺｳﾀﾛｳ ｽﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ ｲﾅ ﾘｮｳﾔ ﾑｶｲ ｶｽﾞﾏ ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ ﾏﾙｲﾁ ﾁﾋﾛ

柳澤　美那 岡田　千晶紀 清本　美波 柏本　春亜 種村　海琴 富　琉緒 寺岡　沙弥香 長田　莉子 池田　拓己 鈴木　歩真 中田　康太郎 須藤　大和 伊奈　諒哉 向井　一真 森田　匠海 丸一　千紘

柳澤　弘 清本　徳奎 柏本　純 寺岡　純子 長田　宜朋 鈴木　敏秀 ★松井　郁夫

ｽﾐｴ ｱｲﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔｶ ｱｷﾀ ﾋｶﾘ ﾅｶﾉ ｷﾗﾗ ｻｶｲ ｱﾝﾅ ｻｶｲ ｶﾘﾝ ｶﾐﾔ ｿﾗ ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾔ ｳｼﾂｶ ｶｲﾄ ﾀｶｾ ｺｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｻﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾀｹﾊﾗ ﾘｭｳﾐ

角江　愛梨 山本　唯依 安藤　紗愛香 秋田　光梨 仲野　綺良々 酒井　杏奈 酒井　夏鈴 神谷　そら 加藤　秀明 長谷川　貴優 牛塚　海斗 高瀬　虎成 渡辺　龍ノ介 鈴木　淳平 澤田　響 竹原　立望

角江　千裕 山本　剛 安藤　立次 秋田　文弘 仲野　仁司 高瀬　秀人 澤田　拓也

ｼﾓﾀﾞ ｻﾕｷ ｱｶﾏﾂ ﾅｷﾞｻ ﾅｶﾏ ﾓﾓｶ ｳｻﾐ ﾕｳ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ ｶﾈｺ ﾏﾅｶ ｱｷﾀ ﾗﾝ ｻｶｵ ﾕｳ ｷｼﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾋﾗﾀ ｹﾝｾｲ ﾀﾑﾗ ﾀｲｼﾞ ｵｻﾞｷ ﾀｶﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝ ｻﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ ﾄﾖﾔﾏ ﾘｮｳ

下田　沙幸 赤松　渚 中間　桃香 宇佐美　優 藤原　侑奈 金子　真果 秋田　藍 坂尾　優有 岸田　龍之介 平田　憲聖 田村　泰治 尾崎　敬也 渡部　冠 沢田　新 吉本　龍斗 豊山　良

下田　能成 赤松　進至 中間　義隆 宇佐美　嘉浩 金子　洋一 沢田　利幸

ﾖｷﾔﾏ ﾕﾘｶ ｶﾐｸﾎﾞ ﾐｻｷ ｶﾐﾔ ﾓﾓ ﾏﾙｲ ﾅﾂﾐ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾗ ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ ｺｸﾌﾞ ｱﾔﾅ ｵｶﾀﾞ ﾁﾅﾂ ﾀﾅｶ ﾘﾝﾄ ｼﾝｶﾞｷ ｱﾂｷ ﾀﾙｲ ﾄﾓﾔ ｵｷﾞﾉ ﾀｲﾕｳ ｱﾏﾀﾞ ｶﾝﾀ ﾔﾉ ﾀﾂﾉﾘ ﾌｸﾔﾏ ｺｳﾀ ｶﾈｺ ｿｳﾏ

横山　百合香 上久保　実咲 神谷　もも 丸井　捺美 田中　珠蘭 上田　莉奈 國分　彩那 岡田　千菜津 田中　凜翔 新垣　厚樹 樽井　友哉 小木野　太優 天田　侃汰 矢野　辰典 福山　功太 金子　聡真

建部　元晴 上久保　訓 神谷　哲史 丸井　康夫 國分　祐一郎 新垣

ﾐﾅﾄｸﾞﾁ ｱﾕ ｷﾉﾓﾄ ｿﾗ ｺﾐﾔ ﾁﾂﾞﾙ ｴｶﾞﾜ ﾚｲ ﾎｼﾉ ﾙﾅ ﾑﾗﾅｶ ﾗﾗ ｻﾀﾞﾅｶﾞ ﾏｼﾛ ﾌｼﾞｲ ﾐｳ ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ ﾋｼﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾂｷ ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ ﾋﾛﾂ ｱﾔｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾎ ｼｵｻﾞｷ ｱﾐ

湊口　愛友 木ノ本　星空 小宮　千鶴 江河　怜 星野　瑠菜 村中　良蘭 貞永　茉白 藤井　美羽 近藤　航洋 菱田　健斗 山岸　咲槻 辻　颯人 弘津　綾香 川口　莉歩 塩崎　あみ

湊口　英明 木ノ本　晶 小宮　勝時 藤井　智子 塩崎　竜太郎

ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾀ ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾀ ﾌｸﾊﾗ ﾄﾑ ﾑｶｲ ﾁｻﾄ ｱｵﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾗ ｵｷﾞﾉ ﾋﾏﾘ ﾋﾋﾞﾉ ｺｳﾖｳ ﾎｯｺｸ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾋｶﾞｼﾉ ﾕｳｷ ﾅｶﾞｵｶ ｺｳﾍｲ ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳﾐ ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ｱﾗﾀｹ ﾋﾅ

大谷　翼 中川　瑛太 花村　秀太 福原　渡夢 向井　千智 青山　緑 長谷川　せら 小木野　陽鞠 日比野　光洋 北國　譲斗志 東野　雄樹 長岡　航平 谷村　優美 大林　奈央 荒武　飛名

中井　誠 中川　万植 花村　秀明 福原　順次 青山　五郎 谷村　栄吉

ﾋｶﾞｼﾉ ｼｭｳﾏ ﾔﾏｶﾜ ﾄﾑ ﾅｶﾞﾔ ﾘｭｳﾄ ﾃﾗﾀﾞ ｿｳﾀ ｴｶﾞﾜ ﾘﾝ ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾉ ﾖｺﾔﾏ ｱｲｶ ﾀｹﾊﾗ ｻｸﾗ ｶﾜｲ ｼﾞｴｲ ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ ｱﾗﾀｹ ｴﾝｾｲ ﾀｶｾ ﾘｭｳﾏ ｶﾈｺ ﾓﾓｶ ｻｶｲ ﾘﾅ ｻｶｸﾞﾁ ｻｱﾔ

東野　秀馬 山川　斗夢 長屋　琉斗 寺田　壮汰 江河　鈴 森本　陽菜乃 横山　愛華 竹原　桜花 河合　慈英 新井　隆一 荒武　円晴 高瀬　龍馬 金子　桃果 酒井　里奈 坂口　沙綾

東野　光司 山川　隆宏 長屋　貴之 横山　正容 高瀬　秀人 坂口　利枝子

ﾓﾄﾖｼ ｼｮｳ ﾄﾐﾀ ｹｲﾄ ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ｱﾀﾞﾁ ﾘﾘｶ ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｱｵｲ ﾊﾔｼ ｷﾘﾅ ﾌｸﾀﾞ ｻﾔ ｶﾄｳ ﾀｲﾁ ｳﾗｶﾍﾞ ﾀｲｲ ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｸ ｱｵｲ ﾏｺ ﾀﾈﾑﾗ ﾘｵ ﾊｼﾓﾄ ﾁｻﾄ ｼｭｳﾄｳ ｶﾎ

本吉　翔 冨田　啓斗 新井　龍紀 平松　孝太郎 足立　凛々花 貞永　葵生 林　希莉奈 福田　紗耶 加藤　大智 浦壁　大尉 岡田　竜空 青井　麻瑚 種村　梨央 橋本　千里 周藤　可歩

本吉　和也 冨田　俊哉 新井　恵子 平松　賢斉 足立　重樹 加藤　竜寿 周藤　聡

ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ ｺｽｷﾞ ﾋｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾞﾝﾀ ｲﾜﾂｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｻｶｵ ｼｭｳ ﾊｼﾓﾄ ﾀｸｴｲ ｱｻﾀﾞ ｾﾝｼﾞｭ ｳｴﾉ ﾊﾔﾄ ｶﾈｺ ｺｳｶﾞ ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ ﾀｹﾊﾞ ｺｳｷ ｻｶｲ ﾕｳﾅ ﾅﾐﾀ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｶ ｼﾏﾇｷ ﾕｷ

広山　功喜 小杉　飛翔 山本　紋大 岩槻　竜ノ介 坂尾　鷲有 橋本　拓英 浅田　千年樹 上野　隼人 金子　幸雅 池田　優己 竹葉　光希 酒井　優菜 波田　はるか 山本　百夏 嶋貫　友紀

小杉　秀夫 山本　大貴 岩槻　剛史 坂尾　和之 橋本　英紀 浅田　忠信 金子　正幸 波田　倫男

ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ ｶﾈｻﾞｼ ﾄｵﾔ ﾀﾞｲｶｲ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾅｶ ﾊﾙ ﾊﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｽﾐｴ ﾘｸﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾝﾘｭｳ ｼﾓﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾄﾘｲ ﾋﾛｷ ｶﾜｲ ﾚｲﾅ ｲﾏﾉ ﾏｻｷ ﾏﾂｸﾗ ﾐﾜ ﾔﾏｼﾀ ｶｲ

稲垣　早弥人 金指　統哉 大海　諒介 田中　天晴 波部　俊一朗 石垣　龍之介 角江　陸翔 中川　万龍 下田　航大 橋本　優祐 鳥居　大揮 川合　玲那 今野　真希 松蔵　美羽 山下　加衣

稲垣　弘治 金指　徹 大海　順子 田中　祐 波部　公洋 石垣　夏子 角江　知之
ｼﾗﾉ ﾕｽﾞｷ ｳﾒﾀﾞ ｺｳｷ ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭｳﾍｲ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾌｸﾊﾗ ﾕｳ ﾔﾉ ｼﾞﾝｷ ｺﾀｹ ﾘｮｳｶﾞ ｱｶﾏﾂ　ｾｲｼﾝ ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ ｿﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾄ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾄﾘｲ ﾐｻﾄ ﾅｶﾆｼ ﾕｳｶ ﾊﾔｼ ﾕｳﾅ ﾆﾜﾀ ﾅﾂｷ

白野　柚稀 梅田　昂暉 藤澤　周平 上田　翔太 福原　夢羽 矢野　仁貴 小竹　遼河 赤松　成眞 山下　和将 曽山　正太郎 近藤　港 寺島　諒 佐相　ひより 中西　悠加 林　結菜 庭田　菜津季

白野　吉彦 藤澤　清智 上田　将之 福原　真理子 矢野　裕幸 小竹　信広 赤松　千浪 曽山　正行 佐相　明伸

ﾌｼﾞﾉ ｹｲｽｹ ｵｵﾂｶ ﾏｵ ｲｼｶﾞｷ ｼｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭｷﾔ ﾀﾞｲｺﾞｳ ｷｲﾁ ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ ｶﾐﾑﾗ ﾔﾏﾄ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ ｵﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ ｻｸﾗｲ ﾀｲｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ ｵｲｶﾜ ﾘｺ ﾏﾌﾞﾁ ﾁｴﾘ ﾄﾘｲ ﾐｻﾄ ﾀｶﾓﾄ ｻﾔｶ

藤野　佳亮 大塚　麻生 石垣　珠侑 山田　倖生 松山　寿輝也 大郷　喜一 児玉　志優 上村　大和 藤原　直輝 小田　祥平 櫻井　成翔 山本　峻太郎 及川　莉瑚 馬渕　智衣里 鳥居　美里 高本　沙也佳

金谷　雅典 大塚　哲也 石垣　智清 山田　怜子 松山　聡 大郷　守利 児玉　貴士 上村　浩章 櫻井　守 鳥居　大介
ﾀｶﾓﾄ ﾊﾙｶ ﾊﾅﾀﾞ ｽｽﾞﾅ ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｺ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾜｶﾐ ｹｲﾔ ｵｸﾑﾗ ﾚｲ ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｹﾄ ﾄﾐ ｱｲﾘ ｳﾒﾀﾞ ﾁﾊﾙ ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾅ ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ

高本　晴佳 花田　涼奈 池上　桃子 杉山　雄大 川上　慶也 奥村　礼惟 永守　豪人 富　愛琳 梅田　千暖 村上　由紀菜 木下　遥

高本　大介 花田　拓也 池上　章 川上　剛 富　拓也 木下　秀明

ﾖｺﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ カシモト アコ ﾅｶﾞﾀ ｱｲﾘ ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｷ ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝｷ ｼﾊﾞｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ ﾐﾂﾅﾘ ﾘｮｳｼﾞ ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ ｲﾅｵｶ ｾﾘﾅ ｳﾗｶﾍﾞ ｱｲﾅ ﾀｶｷﾞ ﾐﾕ

横山　椿咲 柏本　朱心 永田　愛梨 小宮　千愛 松岡　龍希 大谷　元気 柴崎　和弥 光成　良治 吉田　汐織 稲岡　世莉奈 浦壁　愛菜 高木　美佑

横山　千春 柏本　隆 永田　拓也 小宮　あいか 大谷　秀人 吉田　知史

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ ﾏﾂﾓﾄ ｺﾀﾛｳ ｶﾐｸﾎﾞ ﾀｸﾐ ｼｲﾅ ﾏｻﾄ ﾕｻ ﾈﾈ ｲｺﾏ ﾘｻ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾁ ｵｶﾀﾞ ﾘｻ

坂口　諒馬 松本　鼓太郎 上久保　拓海 椎名　将大 遊佐　音々 生駒　莉彩 山口　璃千 岡田　梨沙

上久保　加代子 岡田　健一郎

ﾕﾊﾗ ﾋｶﾙ ｲｼｶﾞｷ ｶﾝﾀ ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ ｷｸﾁ ﾘｺ ﾉｾ ｱｵｲ ﾅｶﾏ ﾁﾋﾛ ﾊﾔｼ ｼｵﾅ

湯原　光 石垣　敢大 益田　航 竹中　捷人 菊池　理子 野瀬　葵 中間　千尋 林　司緒奈

湯原　健 野瀬　千歳

ﾋｶﾞｼ ﾘｺ ﾔﾅｲ ﾐﾕｳ ﾀｶｷﾞ ﾐｻｷ ﾆｼﾓﾄ ﾐｱﾝ

東　璃胡 柳井　美優 高木　美咲 西本　実杏

東　宏幸

17

９：３７16

15９：２８

19

９：４６

９：４４ 19

14

13９：１０

15

９：１９ 14

15

９：３６ 18

14

16

17 ９：２８ 17

18

９：０４ 14

15 ９：１２

９：２０

11 ８：４０ 11

12

16

８：４８ 12

13 ８：５６ 13

８：１６ 88

８：２４ 9

10 ８：３２ 10

9

5 ７：５２ 5

6

８：０８ 77

3 ７：３６ 3

4 ７：４４ 4

1 ７：２０ 1

2 ７：２８ 2

ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　関西予選大会　３月１５日（日）亀山ゴルフクラブ　西コース

※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男子→11－12男子 15－17男子→15－17女子→13－14女子

西　OUT 西　IN

ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　関西予選大会　３月１５日（日）亀山ゴルフクラブ　東コース

※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。　.

9-10女子→9－10男子→7－8女子 11－12女子→7－8男子

東　OUT 東　IN

1 ７：３０ 1

2 ７：３８ 2

3 ７：４６ 3

4 ７：５４ 4

5 ８：０２ 5

6 ８：１０ 6

7 ８：１８ 7

8 ８：２６ 8

10

８：３４ 9

11

８：４３ 10

9

９：５２ 20

８：００ 6

12

８：５２ 11

13

９：０１ 12


