
※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
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ ｻﾄｳ ｱﾝﾘ ｻﾄｳ ﾕｷﾉ ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ ｲﾜｲ ｺｳﾀ ｵｵｻﾜ ﾕｳ ｶｷｻﾞﾜ ﾀｸﾏ

遠藤　吏紗 佐藤　杏莉 佐藤　雪乃 吉村　悠菜 岩井　光太 大澤　優 柿澤　琢真

佐藤　憲明 岩井　雄士 大澤　哲 柿澤　浩之

ｶﾂﾏﾀ ﾚｲﾅ ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ ｽｽﾞｷ ﾕﾒ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｵ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ ｾｷﾈ ﾄｳﾏ

勝亦　令奈 田中　櫻子 鈴木　優芽 岩渕　凛桜 柴原　勇太 小原　啓希 関根　東馬

田中　勇一 柴原　眞介 小原　篤 関根　健司

ｵｵｳﾁ ｺｺﾛ ｱﾗｲ ﾏﾘﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾅ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｵﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

大内　こころ 新井　まりん 山崎　里奈 高橋　采未 近藤　直杜 小林　翔音 山田　大輝

大内　博文 近藤　一行 小林　靖 山田　正壽

ﾊﾀ ｱｶﾘ ｻﾄｳ ﾐﾕ ｻﾜﾀﾞ ﾏｲ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾖｳ ｵﾀﾞ ｹｲｺﾞ ﾎｼﾉ ｺﾞｳｷ ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ

秦　あかり 佐藤　心結 澤田　麻依 高橋　佑奈 高橋　太陽 織田　啓吾 星野　豪希 八木沢　浩心郎

澤田　けい子 高橋　晋平 織田　有佳 星野　則和 八木沢　　浩一

ｱｲﾊﾞ ｱﾔﾅ ﾁﾀﾞ ﾓｴｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾅﾂ ｻﾄｳ ｱﾆｶ ﾓﾘ ﾀｹﾙ ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ﾖｼｻﾞﾜ ﾎｸﾄ

相場　彩那 千田　萌花 中島　千奈都 佐藤　有仁加 森　虎琉 黒田　幸太郎 齊藤　大翔 吉澤　北斗

相場　克彦 森　伊知郎 黒田　幸男 齊藤　孝志 吉澤　直和

ｵﾀﾞ ｼｵﾝ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ ｻｸﾏ ｼｭﾘ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ ｲﾇｶｲ ﾀｲｶﾞ ｴｼﾞﾘ ﾊﾔﾄ ｲﾜｲ ﾀｸﾐ ｲｶﾞｲ ｺｳﾀ

小田　詩恩 中川　ひかる 佐久間　朱莉 吉澤　柚月 犬飼　泰我 江尻　隼人 岩井　巧 猪飼　航太

犬飼　真樹 江尻　貴紀 岩井　秀昭 猪飼　正宏

ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾅ ﾐｽﾞｼﾏ ｾｲｶ ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ ﾏﾔﾏ ｼｮｳﾔ ｴﾂﾞｶ ﾅｵﾔ ｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ

岡島　彩乃 岩渕　唯愛 水島　聖佳 大久保　海 間山　翔哉 江塚　直哉 須田　航平

岡島　猛 岩渕　匡敦 水島　卓男 大久保　政彦 間山　教彦 江塚　里映 須田　美紀子

ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ ｻﾄｳ ｶﾚﾝ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｶﾈｺ ｹｲﾔ ｷﾑﾗ ｹﾞﾝ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

小俣　柚葉 佐藤　夏恋 馬場　咲希 伊藤　颯汰 金子　佳矢 木村　元 相原　涼汰

小俣　裕次朗 佐藤　栄一 馬場　哲也 伊藤　秀也 金子　尚子 木村　秀行 相原　義昌

ｾｷｸﾞﾁ ｱｵｲ ｼﾉﾍﾞ ｻﾗ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ｲｲﾀﾞ ｱｶﾈ ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｾｲ ｲｹ ﾕｳﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀ

関口　碧 信部　紗良 山崎　奈緒 飯田　茜 吉沢　己咲 水野　良成 池　由哉 小林　洋大

関口　亜記子 信部　忠平 山崎　万里 飯田　守 吉沢　敦 水野　良明 池　和行 小林　淳

ｵﾀﾞ ﾏﾋﾛ ｽﾀﾞ ｶﾎ ｲﾜﾔ ｻｸﾗ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ ｲﾉｳｴ ｱｲﾙ ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ ｼﾓﾑﾗ ﾂﾖｼ

小田　真央 須田　華帆 岩谷　咲来 高橋　奈々 井上　碧瑠 小松　潤 中村　雄歩 下村　剛

須田　茂治 岩谷　洋介 高橋　範行 井上　栄作 小松　武 中村　健二 下村　智治

ｵｵﾊﾗ ﾈﾈ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ ｲﾉｳ ｱﾔｶ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｱ ｵｵﾉ ｼｮｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ ｵｵﾊｼ　ﾕｳ

大原　寧々 渡邊　美桜 伊能　彩夏 松原　柊亜 大野　政佑 齋藤　裕 大橋　優

大原　崇史 渡邊　寛基 伊能　新吾 松原　秀光 李　昌鎭 齋藤　正彦 大橋　功

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾆｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾘｽ ｼﾏﾀﾞ ﾘｵ ｲﾜｻｷ ｱｶﾈ ｵｵｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾔﾏﾜｷ ﾊﾙｶ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ

小林　愛香 小林　イリス 島田　麗織 岩崎　茜音 大隅　龍之介 山脇　遼河 相浦　大輝

小林　一美 小林　武司 島田　利春 岩崎　智也 大隅　雅仁 山脇　有里 相浦　貴栄

11 ８：４０ 11

12 ８：４８ 12

9 ８：２４ 9

10 ８：３２ 10

7 ８：０８ 7

8 ８：１６ 8

5 ７：５２ 5

6 ８：００ 6

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　関東予選　4月1日（水）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。　.

11-12女子→9-10女子→7-8女子 9-10男子→7-8男子

OUT IN


