
※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
ﾖｺﾐｿﾞ ﾏｺﾄ ﾋﾛｵｶ ｴﾐﾘ ｶﾅﾓﾘ ﾁｱｷ ｶﾀｵｶ ｼｴﾘ ｾｷﾉ ｱﾐ ﾔｸﾞﾁ ｱｲﾘ ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ｺｳｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ ｸﾗｲｼ ｹｲﾀ

横溝　眞 広岡　絵美理 金森　千晶 片岡　詩絵里 関野　愛美 矢口　愛理 鈴木　桂花 鴻上　大和 小林　周平 倉石　渓太

横溝　純 片岡　賢善 矢口　正明 ★高野敏治

ｳﾀﾞ ｻｱﾔ ｼﾝﾀﾆ ﾒﾒ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ ｸﾗﾀ ﾃﾝﾉ ｲｼﾔﾏ ﾘﾎ ｻｶｲ ﾙﾅ ｼｶﾞ ｱｶﾈ ｵｵｻﾜ ﾕｳ ｵﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ

宇田　紗彩 新谷　芽々 高田　菜桜 倉田　天乃 石山　莉帆 坂井　留奈 志賀　茜 大澤　優 恩田　拓哉 安藤　旺 高山　航太朗

平田　久子 坂井　洋一 ★進藤祥史

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ ﾆｼﾓﾄ ﾏﾅﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ ｲｹﾊﾞ ｱｶﾘ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝｶ ｷﾑﾗ ｱﾕ ｺﾝ ｱﾔﾅ ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ ﾖｺﾐｿﾞ ﾑｻｼ ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼｭﾝ

二宮　佳凜 西本　真瞳 山本　渚月 池羽　明莉 中川　梨華 木村　朱夢 今　綾奈 五十嵐　瑠亜 横溝　武蔵 井上　賢人 藤井　優駿

山本正樹 今　幸彦 ★水津登

ｲﾁﾑﾗ ｱﾝ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ｻｶﾓﾄ ﾓｴ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｺ ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ ｺｳｶﾞﾐ ﾐﾗｲ ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ ﾐｽ ﾀｲｶﾞ ｸﾗﾓﾁ ｶｹﾙ ｶﾅﾓﾘ ｹｲﾀﾛｳ

市村　杏 榎本　杏果 坂本　萌 松本　凜子 田中　美佑 鴻上　みらい 森本　天 富永　龍輝 三須　大雅 倉持　翔 金森　圭太朗

市村　茜 ★木澤寛信 富永　静香

ｸﾗﾓﾁ  ﾅｷﾞ ｾﾀﾆ ﾏﾅｶ ｽｽﾞｷ ﾋﾒﾙ ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ ｺｻﾞｷ ｱｶﾈ ｲﾏｲ ﾓｴ ﾔｸﾞﾁ　ｶﾝﾅ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ ｱｻﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

倉持　凪 瀬谷　愛佳 鈴木　姫琉 清水　璃乃 小崎　茜 今井　萌絵 矢口　カンナ 鈴木　晃祐 田中　章太郎 浅野　功大 澤田　大凱

倉持　武司 瀬谷　愛里 鈴木　秀治 ★佐藤恵津子 鈴木　勝成

ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ ﾁｬｷ ｼｵ ｲｹﾊﾞ ﾐﾗｲ ﾌｼﾞｲ　ﾘﾐ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ﾔﾏﾑﾛ ﾕｲ ｳｻﾐ ｻﾔｶ ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ ﾀｶﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ﾎﾘｳﾁ ﾀｲﾖｳ

坂本　朱里 茶木　詩央 池羽　未来 藤井　リミ 望月　秀香 小林　千夏 山室　結衣 宇佐美　彩華 高橋　聖 寶田　一真 宮林　雄規 堀内　太陽

坂本　貢 茶木　茂 池羽　浩史 藤井　卓 ★野本博幸 高橋　秀一

ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ｶｼﾜﾏﾀ ﾕｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ ﾊﾙﾀ ﾀｲｼﾝ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｻｻｷ ｼｭｳﾔ ﾃﾂ ﾀﾞｲｷ ﾈｷﾞｼ　ﾚｵﾝ

榎本　聖大 亥飼　陽 佐藤　貴裕 柏俣　結生 丸山　泰輝 春田　大心 鈴木　遼太 佐々木　愁也 銕　大輝 根岸　伶温

榎本　繁 亥飼　健司 佐藤　豊和 春田　博和 銕　貞雄 根岸　淳也

ﾎｿﾔ ﾓﾄｷ ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｲﾁﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ ﾖﾈｸﾗ ｻﾂｷ ｵｼﾞﾏ ﾖｼﾄ ｶﾈｺ ﾀｸﾏ ﾎｼﾉ ｺﾞｳﾀ ﾀｹﾊﾗ　ｹｲｺﾞ

細谷　幹 市村　翔太郎 市村　龍我 米倉　颯希 小島　圭翔 金子　拓馬 星野　豪汰 竹原　佳吾

細谷　健 市村　耕一 市村　強志 米倉　規通 金子　芳樹 竹原　良重

ﾐﾈﾔﾏ　ｱﾓﾝ ｽﾐｳﾁ　ﾏｻﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾐﾁ ﾏﾂﾔ　ﾀｶﾋﾃﾞ ｶｷﾓﾄ ｺｳﾀ ｼｶﾞｷ ﾀｲｼ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ﾄｻﾞｷ ﾀｸﾐ

峯山　亜門 隅内　雅人 山本　花道 松谷　崇嗣 柿本　虹汰 紫垣　大志 亥飼　台 戸﨑　拓海

峯山　秀樹 隅内　洋明 山本　崇史 松谷　和則 紫垣　樹郎 戸﨑　辰也

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｷ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ ﾌｸｲ ﾕｳｺﾞ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ

二宮　佳音 高田　優妃 遠藤　桂音 福井　勇悟 高橋　幸生 中島　爽 加藤　大雅

二宮　将之 高田　誠 遠藤　政人 福井　基裕 中島　輔

ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ

鈴木　能々子 安西　歩美 須藤　みかな

鈴木　偉嘉 安西　智和 須藤　将行

ｾﾀﾆ ｻﾄﾐ ｶｷﾓﾄ ｱﾔｶ ﾀｹｲﾁ　ﾓﾓｶ ｼﾉﾀﾞ　ｱｷﾗ

瀬谷　里美 柿本　彩花 武市　桃香 篠田　麗

瀬谷　敏之 柿本　淳 武市　兼輔 篠田　薫

ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾐﾁ ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾔ

寺本　湧亮 山本　咲道 西本　悠冶

寺本　晃一郎 山本　崇史 西本　誠

ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ ｶﾐﾔﾏ ﾀｲﾁ ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞ

高橋　康士郎 小林　麟太郎 神山　泰地 井上　笑慈

高橋　康弘 小林　大介 神山　貴光 井上　広和
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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　関東選大会第一会場　3月27日（金）扶桑カントリー倶楽部

※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。　.

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


