
※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。

※黄色く色付けされている組は、カート運転手が不在となっています。保護者の方のご協力をお願い致します。

※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
ｶｷ ﾕｳﾅ ｵﾀﾞﾆ ｱﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ ｻﾀﾞﾄｳ ｹﾞﾝｷ ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｺｳ ﾆｼﾜｷ ﾏｱｸ

垣　優菜 子谷　采 山本　彩乃 定藤　玄輝 西山　大広 西脇　まあく

子谷　正剛 西山　幸男

ﾅｶｵ ｱﾔﾉ ｶﾜﾓﾄ ﾕｲ ﾜﾀﾞ ﾕｳﾎ ﾑｶｲ　ﾅﾅﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ ﾏｴﾉ ｹﾝｼ

中尾　彩乃 河本　結 和田　優歩 向井　七海 吉田　泰基 高橋　海理 板東　篤司 前野　拳志

吉田　誠司

ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾈﾈ ｽｴ ﾕｲｶ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ ｻﾉ ﾏﾄﾞﾘ ｶﾜﾓﾄ ﾘｷ ﾅﾝﾊﾞ ｿｳｲﾁ ｸｽﾀﾞ ﾄﾉ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ

後藤田　寧々 須江　唯加 山本　斎 佐野　円梨 河本　力 灘波　綜一 楠田　常乃 板東　寿匡

ﾌｼﾞｲ ｱｲ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ｵｶｻﾞｷ　ﾎﾉｶ ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ ｼｹﾞﾄﾓ ﾘｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ ｽｷﾞｶﾜ ﾘｮｳ

藤井　亜衣 高木　美空 岡崎　穂夏 長谷川　圭佑 重友　稜央 松本　颯汰 杉川　諒

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ ﾉｶﾞﾐ ﾊﾙｶ ｺﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ｴｸﾞｻ ﾕｳﾄ ﾖﾈﾊﾗ ｶｲﾄ

田村　榛花 雪野　若葉 野上　遥香 近田　一真 江草　悠斗 米原　海斗

江草　正行

ｱｻﾌﾞｷ ﾘｻ ｵｵｲ ﾋﾅｺ ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ ｵﾁｱｲ ﾘｮｳ ｲｼｶ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ ｲｼｻﾞｷ ﾊﾔﾀ

麻吹　理桜 大井　彬夏子 由元　遥菜 落合　凌 石過　龍次郎 石崎　隼大

大井　博幸 落合　一朗

ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ ﾖｼﾓﾄ ﾕｲﾅ ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ ヒロヤマ　ユウダイ ﾐｼﾏ ﾀｸﾔ ｳｴﾀﾞ ﾚｵ

森田　彩夏 由元　結菜 細田　詩織 広山　雄大 三島　卓也 植田　玲央

細田　英宏 三島　

ﾀﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ ｸｻﾞｷ ﾅﾙ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ ﾐﾜ ﾕｳｼﾛｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ｼﾏﾉｴ ﾕｳﾀﾞｲ ｳｷﾀ ﾂﾊﾞｻ

田村　和 久﨑　成 山口　ひかり 三輪　有志朗 中澤　大樹 島ノ江　雄大 宇喜多　飛翔

島ノ江

ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ ﾖﾈﾊﾗ ﾘｷﾄ ﾋｻﾂﾈ ﾘｮｳ ﾀﾑﾗ ｸﾞﾝﾏ ｶﾄｳ ﾏｻﾄﾖ

竹内　康晴 山田　唯翔 米原　力斗 久常　涼 田村　軍馬 加藤　正豊

竹内　幸治 山田　勝雄 頼田　譲 久常　正人

ﾀｶﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾊｼﾋﾗ ﾏﾋﾄ ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾊﾗﾀﾞ ｿﾗ ﾓﾘｶﾐ ﾖｳｽｹ ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ

高田　圭一郎 黒田　裕稀 橋平　真人 和田　春輝 原田　大空 森上　耀介 岡崎　和真

高田　慎太郎 黒田　貴之 橋平　淳司 和田　政春 森上　由男

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｱｻﾀﾞ ｼｭｳﾄ ｳｴﾉ ﾘｵﾝ ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾏ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾑﾗﾐ　ｿｳﾀ

森山　遼一 進藤　太雅 篠原　和樹 浅田　崇人 上野　麟欧 寺西　遼馬 古川　惣一朗 村見　双汰

森山　貴仁 進藤　雅信 篠原　聖 浅田　義人 古川　貴士

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾀ ﾊｼﾋﾗ ﾊﾔﾄ ｵｶﾀﾞ ﾚｵﾝ ｻｶｲ ﾘｺ ｳｴﾀﾞ ｺﾞｵ ｳｴﾉ ﾕｳｼﾞﾝ ﾏﾂﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾝ

藤澤　聖太 橋平　隼人 岡田　怜音 酒井　理琴 植田　剛央 上野　愉仁 松山　翼 竹内　瑛信

藤澤　陽一 橋平　満貴子 岡田　俊也 酒井　康年

ﾔﾌﾞｳﾁ ﾕｲ ﾌｼﾞﾔｽ ﾏﾘﾝ ﾏﾂﾓﾄ　ｼｽﾞ

藪内　優衣 藤安　真凛 松本　静

藪内　裕嗣 藤安　良仁 松本　明

13 ９：１８ 13

11 ９：００ 11

12 ９：０９ 12

9 ８：４２ 9

10 ８：５１ 10

7 ８：２４ 7

8 ８：３３ 8

5 ８：０６ 5

6 ８：１５ 6

3 ７：４８ 3

4 ７：５７ 4

1 ７：３０ 1

2 ７：３９ 2

ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　中国・四国予選大会　3月7日（土）赤坂レイクサイド・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女→11－12女→9－10男→7－8男女 15－17男→13－14男→11－12男→9-10女

OUT IN


