
※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
ｻｲﾄｳ ﾀｴ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ ｲﾜｲ ﾁｻﾄ ｳｴﾊﾗ ｲﾄﾞﾑ ｵｵﾂ ﾀｸﾐ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ

斉藤　妙 渡辺　あいか 岩井　千怜 上原　挑夢 大津　匠 塚原　悠斗

岩井　恵美子 塚原　正彦

ｲﾜｲ ｱｷｴ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾗ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ ﾅｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ ｺﾞﾐﾀ ﾏﾋﾛ ｷﾂﾔ ｱﾔﾄ

岩井　明愛 山田　紗楽 吉津谷　彩香 長谷　政真 松岡　悠馬 五味田　真大 吉津谷　彩人

岩井　雄士 松岡　一嘉 五味田　真登

ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔ ﾔｼﾞ ﾅﾅﾝ ﾀｶﾊｼ ｻﾁ ｵｵﾊﾞﾝ ﾊﾙﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾄ

遠藤　亜弥 谷地　那南 高橋　幸 大番　陽斗 小林　大河 東城　湧大 篠原　雷登

遠藤　誠 大番　哲郎 篠原　克宏

ﾀｶﾊｼ ﾕﾒﾊ ﾜｸｲ ﾏﾕ ﾐｽﾞﾉ ﾏﾘﾝ ｺﾝﾉ ﾕｳﾅ ｵｵｲﾜ ﾖｼﾅｵ ｿｳﾏ ｶｽﾞｷ ｵﾀﾞ ｹｲｼｮｳ ｺﾑﾛ ｹｲﾝ

高橋　夢羽 和久井　麻由 水野　円琳 金野　優菜 大岩　慶尚 相馬　和樹 小田　圭将 小室　敬偉

大岩　美鈴 小室　勝則

ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ ﾅﾜﾀﾔ ﾓﾓｶ ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｶ ﾖｼﾉ ｼﾞﾝ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ

中條　志歩 縄田屋　ももか 西村　涼花 遠藤　未夏 吉野　仁 吉田　攻輝 山田　剣臣 田中　翔大

西山　剛温 吉野　綾 吉田　ひろし

ｾｷ ﾕｳﾅ ﾓﾄ ｱｽｶ ｵﾅｶﾞ ｻﾔ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐﾚｲ ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ

関　悠那 本　明夏 翁長　咲弥 緑川　瑞玲 山本　和輝 川畑　京太郎 末広　大地 鈴木　隆太

山本　周 末広　憲一

ﾂﾂｲ ﾐｳ ｶﾂﾐ ｱｽﾞｻ ｲﾏｲ ｱﾕﾐ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｷ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ｼｵﾀﾞ ｾｲｼﾞ ﾔﾏｶﾐ ﾕｳﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ

筒井　美羽 勝見　梓 今井　鮎美 武田　真幸 田中　雄貴 塩田　静児 山上　悠翔 中村　大聖

塩田　太郎

ｲｹﾊﾞ ﾋﾅﾀ ﾎｿﾇﾏ ﾅﾂﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾏｲ ｸﾎﾞ ｾｲﾗ ｲﾄｳ ﾗｲｵ ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ ｲﾉｳｴ ｶｷ ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ

池羽　陽向 細沼　菜津美 横山　まい 久保　青空 伊藤　頼雄 佐藤　卓郎 井上　歌喜 山下　晃志郎

横山　幸夫 伊藤　嘉一

ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳｽｹ ﾊﾗﾀﾞ ﾅｷﾞ ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ ｱﾗｷ ﾏﾓﾙ ﾀｶﾊｼ ｹｲ

前田　光史朗 井坪　佑介 原田　凪 藤田　大輝 新木　衛 高橋　慧

井坪　雅和 高橋　良実

ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳｴｲ ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾙ

岩崎　裕斗 山田　真輝 小野寺　悠 島田　淳矢 藤原　実輝 杉田　龍英 吉澤　一瑠

小野寺　智 吉澤　栄祐

ｱｷﾀ ｿﾗ ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ ｼﾉﾊﾗ ｶﾌﾞﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ ｼﾉｻﾞｷ ｶﾉﾝ ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ﾐﾔﾓﾄ ｴﾓﾝ

秋田　青空 高梨　涼介 黒澤　光 篠原　株登 小林　響 篠﨑　嘉音 栗本　和博 宮本　英門

金　峯雄 小林　邦久

ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾌｶｵ ｹﾝﾀ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ｼﾝﾄﾞｳ ｻｴ ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ ｸﾄﾞｳ ﾚｲ ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

豊田　龍生 深尾　健太 塚原　悠介 吉田　隼汰 新藤　冴 井上　真熙 工藤　黎 江口　勇也

吉田　ひろし 新藤　英彦

ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｷ ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ ｼｲﾅ ﾕｳｽｹ ｶﾀｷﾞﾘ　ﾕｳｽｹ ｵｵﾊﾞﾝ ﾋﾗｲ ｻﾄｳ ｱｽｶ ｳｼｷ ﾄﾓﾉﾘ ｲﾁﾉｾ ｼｭｳﾄ

水野　陽稀 栗原　悠宇 椎名　優介 片桐　悠佑 大番　飛来 佐藤　飛鳥 牛木　智教 一ノ瀬　秀都

佐藤　克人

ﾀﾅｶ　ｶｲﾄ ｸﾜｼﾏ ﾀｲｷ ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾏﾂﾀﾞｲﾗ　ﾀﾀﾞﾅｵ ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ

田中　凱大 桑島　大紀 井上　裕一郎 松平　忠尚 田村　将人 山岸　宥喜 野村　龍太郎 渋谷　晃太郎

田中　清子 松平　雅子 山岸　佳枝

ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｲｲﾀﾞ ｶﾅﾒ ﾎﾝﾏ　ｲﾁﾀ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ｻｶﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ ｼﾓﾑﾗ ｻﾄｼ ｵｸﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

織井　昭汰 尾崎　悠大 飯田　要 本間　一太 杉山　悠司 阪根　竜之介 下村　聡 奥山　大地

ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ ﾊﾞﾊﾞ ｾｲﾔ ｱﾎﾞ　ﾕｳｷ ﾅｶﾔﾏ　ﾄﾓｵ ｵｵｾ　ﾕｳﾏ ﾀｶﾔﾏ　ﾕｳｺﾞ ｵｵｲﾜ ﾘｭｳｲﾁ

出水田　裕輝 藤澤　諒 馬場　聖哉 安保　勇希 中山　智央 大瀬　侑磨 高山　勇悟 大岩　龍一

大瀬　真

ﾋﾗｲ ﾄｼｷ ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ｶﾜｻｷ　ﾀｲｶﾞ ｼﾊﾞﾀ ﾘﾅ ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾐ ﾋﾗﾉ ｱｲｺ

平井　稔規 鈴木　朝登 石森　健太郎 川崎　敦雅 柴田　莉奈 工藤　優海 平野　愛子

工藤　久美子

ｵｵﾋﾗ ﾕｳｽｹ ｳﾒｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｸﾎﾞ　ﾀﾂｷ ｲﾏｲ ﾋﾛﾐ ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾐ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞｶ

大平　悠介 梅内　秀太郎 石崎　拓海 久保　辰貴 今井　裕美 西村　あすみ 石川　涼夏

久保　真寿美 石川　麻紀

ｱﾍﾞ ﾓｴ ﾐﾏ ﾂｶｻ ｱﾋﾞｺ ﾐｵ ﾔｼﾞﾏ ﾏｺﾄ

阿部　萌 美馬　つかさ 安孫子　美央 矢嶋　真琴

ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ﾉﾘﾄﾐ ﾕｲ ｲｼｶﾜ ﾏﾕｶ ﾔﾏｻｷ　ｾｲﾅ

新藤　励 乗富　結 石川　茉友夏 山崎　星夏

ｽｷﾞﾀ ﾐｷ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ ｵｵﾀ ｻﾗ ﾛ ｴﾐ

杉田　美紀 高橋　夏奈 大田　紗羅 呂　えみ

ﾜｷﾔﾏ ｶﾚﾝ ｽｷﾞﾀ ﾏﾕ ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾊ ﾏﾂｻﾞｷ ﾅﾐ

脇山　佳連 杉田　茉由 高橋　舞羽 松崎　奈未

ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ ﾀﾅｶ ﾉﾄﾞｶ ﾆｼﾉ ｻｸﾗ ｿｳﾄﾒ ｼﾋﾅ

鈴木　愛佳子 田中　のどか 西野　桜 五月女　栞雛

ﾎｼﾉ　ｱﾝﾅ ﾌｼﾞﾀ　ｱｲ ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ

星野　杏奈 藤田　愛 吉田　莉生 高橋　佑果

藤田　恵
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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　関東予選　4月2日（木）サンヒルズカントリークラブ　ＥＡＳＴ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女→13-14男 11－12男→15-17男→15-17女

OUT IN

※黄色く塗りつぶされている組は現在カート運転手がいません。保護者の方のご協力をお願い致します。

1 ７：２０ 1

2 ７：２８ 2

22 １０：１６ 22

22 １０：２４ 22


