
※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。

※黄色く塗りつぶされている組は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。

組 組
ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ ｶﾝﾉ ｱﾕﾐ ｺﾝﾉ ﾀｸﾐ ｲｼｻﾞﾜ ﾁｻﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝ

藤田　桃香 管野　あゆみ 今野　匠 石澤　祐怜 遠藤　元

今野　忠廣

ﾖｼﾀﾞ ｷｯｶ ﾛｰ ﾘﾝﾅ ｷﾑﾗ ﾚｲ ﾖｺﾀ ﾘｭｳｾｲ ｷｸﾁ ﾀﾀﾞﾖｼ ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

吉田　菊花 ロー　鈴奈 木村　怜衣 横田　竜成 菊地　紀嘉 前川　大輔

菊地　秀明

ｻｻｷ ﾅｵｷ ﾋﾛｻﾜ ｷｮｳﾍｲ ｸｻﾉ ｼｮｳﾀ ｱﾗｲ　ﾀﾂﾉｼﾝ ﾏｶﾍﾞ ﾋﾃﾞﾐﾁ ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝ

佐々木　尚紀 廣澤　京平 草野　祥汰 荒井　竜之進 真壁　英路 遠藤　真

廣澤　一成 草野　憲一 ★岩渕 健

ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ﾎｳｾﾝ ｹﾞﾝｷ ｲｼｵｶ ｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾘｶｺ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾓﾓ ｱﾍﾞ ｼｵﾘ

阿部　修也 宝泉　研輝 石岡　丈 南澤　莉佳子 大須賀　望 横山　もも 阿部　栞

阿部　好孝 阿部　敏二

ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾍｲ ｱﾍﾞ ﾏｻﾔ ｻﾄｳ ﾘﾖｳﾀﾛｳ ｻｻｷ ﾜｶﾅ ﾐｶﾐ ﾊﾅﾉ ｻﾄｳ ﾘﾐ ｺｵﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ

猪股　柊平 阿部　将也 佐藤　亮太朗 佐々木　稚梨 三上　花乃 佐藤　李美 郡山　瞳

猪股　良和 佐々木　政行

ﾀｶﾊｼ ﾚｲ ｲｹﾀﾞ ﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ ﾀｶｸ ﾐﾅﾐ ﾆｯﾀ ﾘｻｷ ｲｲｼﾞﾏ ｱｺ ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ

高橋　黎 池田　太郎 中村　凜 倉林　太聖 高久　みなみ 新田　律岬 飯島　彩湖 工藤　未望

池田　章 飯島　博文

ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｳﾂﾐ ｼｮｳﾀ ｵﾆｻﾞﾜ ﾊﾙｷ ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｼｭﾝｷ ｶﾀｸﾗ ﾀｶﾉﾘ ﾄﾖﾀ ﾕｳｺﾞ

古川　龍之介 内海　将太 鬼澤　遥希 工藤　大河 泉田　駿輝 片倉　駿徳 豊田　悠悟

鬼澤　麻紀 泉田　賢司 豊田　幸二

ｶｼﾏ ｵﾈ ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾅ ｳﾁﾐ ｱﾆｶ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ ｻｻﾊﾗ ﾚｲｱ ﾊﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ

鹿島　おね 横田　一夏 内海　あにか 高橋　美羽 田中　樹 笹原　怜歩 原田　竜成

鹿島　康薫 横田　淑子 高橋　順子 原田　豊孝

ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ ｷｼ ﾏｼﾛ ﾆｯﾀ ﾐｽﾞﾎ ｻｸﾗｲ ﾘｵ ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｷ ﾀｶｲ ｷｮｳﾔ ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ

三浦　琴未 岸　純白 新田　瑞穂 櫻井　梨央 黒澤　大輝 髙井　京弥 高山　幸汰

佐々木　政行 高山　良光

ｳﾂﾐ ﾘｺ ｱｷﾊﾞ ﾚｲﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾌｳｶ ｵｶﾞﾀ ｲﾂｷ ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ ｶﾀｸﾗ ﾉﾌﾞｱｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

内海　理子 秋葉　怜奈 西村　楓香 尾形　樹 中里　通 片倉　暢晃 渡辺　大輔

秋葉　勝義 西村　聖 尾形　茂樹 中里　喜晴 片倉　美香 渡辺　厚司

ﾊｶﾞ ｺｳﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾖｶ ｻｶﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾕｳ ｵｵｲｼ ﾖｼｷ

芳賀　幸瞳 渡辺　そ代加 酒田　隆太郎 佐藤　優 大石　恵輝

芳賀　友弥 渡辺　和枝 酒田　淳一 佐藤　ヨヨン 大石　義和

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳ ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ ｻｸﾗｲ ﾓｴ ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ

倉林　紅 社本　桜子 櫻井　萌 中村　駈 佐藤　佑斗 工藤　颯太

倉林　大作 社本　晃 櫻井　千夏 中村　実 佐藤　満 工藤　由佳

11 ９：１０ 11

12 ９：２０ 12

9 ８：５０ 9

10 ９：００ 10

7 ８：３０ 7

8 ８：４０ 8

5 ８：１０ 5

6 ８：２０ 6

3 ７：５０ 3

4 ８：００ 4

1 ７：３０ 1

2 ７：４０ 2

ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　東北予選大会　4月3日（金）松島チサンカントリークラブ

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

OUT IN


