
※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。

※練習ラウンドなので、カート運転手の方もアドバイス等して頂けます。

※公式練習日に関しては、キャディ・カート運転手以外の方はコース内にご入場頂けません。

組 組
ﾊﾔﾐ ﾘﾝｶ ﾖﾈﾑﾗ ﾘｺ ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ ﾃﾗｵｶ ｻﾔｶ ﾓﾘｿﾞﾉ ﾀｲｶﾞ ｳｴﾉ ﾘｵﾝ ﾋｻﾂﾈ ﾘｮｳ ｶﾐｸﾎﾞ ﾀｸﾐ

速水　梨花 米村　りこ 細田　詩織 寺岡　沙弥香 森薗　大河 上野　麟欧 久常　涼 上久保　拓海

細田英宏 上久保訓

ｸｻﾞｷ ﾅﾙ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾗ ｻﾀﾞﾅｶﾞ ｱｵｲ ｻﾀﾞﾅｶﾞ ﾏｼﾛ ｵｸﾑﾗ ﾚｲ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾕﾊﾗ ﾋｶﾙ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ

久﨑　成 長谷川　せら 貞永　葵生 貞永　茉白 奥村　礼惟 寺島　諒 湯原　光 亥飼　台

久崎健二 奥村紀子

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ ｺｸﾌﾞ ｱﾔﾅ ﾊﾅﾀﾞ ｶﾘﾝ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｸ ﾏﾀﾖｼ ﾀｶﾏﾙ ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ

藤原　侑奈 國分　彩那 花田　華梨 榎本　杏果 岡田　竜空 又吉　鷹丸 佐藤　卓郎 川畑　京太郎

榎本晃司 岡田圭司

ﾋｶﾞ ﾘｵﾅ ｻﾄｳ ｱﾆｶ ｽｽﾞｷ ﾕﾒ ｻｸﾏ ｼｭﾘ ﾄｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｵｵﾉ　ｺｳ ﾅﾜﾀ　ﾘｮｳｲﾁ

比嘉　里緒菜 佐藤　有仁加 鈴木　優芽 佐久間　朱莉 戸﨑　拓海 大野　倖 縄田　領一

佐久間浩太郎 戸崎辰也 縄田　幸生

ｳﾂﾐ ﾘｺ ｳﾁﾐ ｱﾆｶ ﾋﾗｷ　ｱﾘﾅ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ ｺﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶ

内海　理子 内海　あにか 平木　亜莉奈 松岡　悠馬 小村　隼士 小林　大河

平木公隆 松岡一嘉

ﾌｸ ｱﾝﾅ ｱｲﾊﾞ ｱﾔﾅ ｺｼﾀﾞ　ﾔｽﾊ ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾏ ｼﾓﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

福　晏蘭 相場　彩那 越田　泰羽 田中　樹 寺西　遼馬 下田　航大

相場克彦 越田直人 田中健

ﾓﾘ ﾕｲ ｺｻﾞｸﾗ ｻｷ マツモト　シズ ﾖｷﾔﾏ ﾕﾘｶ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾔﾏｶﾜ ﾄﾑ ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ

森　愉生 小櫻　咲 松本　静 横山　百合香 吉田　京介 黒田　裕稀 山川　斗夢 稲垣　早弥人

森昭博 小櫻直剛 松本明 建部元晴 吉田博史 黒田貴之 山川隆宏 稲垣弘治

ｳﾂﾞｷ ｱｺ ｱｶﾏﾂ ﾅｷﾞｻ ｷﾖﾓﾄ ﾐﾅﾐ ｺﾐﾔ ﾁﾂﾞﾙ ﾀﾞｲｶｲ ﾘｮｳｽｹ ｲﾁﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ

卯月　愛湖 赤松　渚 清本　美波 小宮　千鶴 大海　諒介 市村　龍我 近藤　直杜 大久保　海

卯月朗 赤松進 清本宗健 小宮勝時 大海順子 市村強志 近藤一行 大久保政彦

ｱｷﾀ ﾋｶﾘ ﾁｬｷ ｼｵ ｲｼﾊﾗ ﾅｷﾞｻ ｻﾄｳ ｶﾚﾝ ｲｹ ﾕｳﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｵﾝ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾓﾄ　ﾀｲｼ

秋田　光梨 茶木　詩央 石原　渚裟 佐藤　夏恋 池　由哉 小林　翔音 工藤　颯太 本　大志

秋田文雄 茶木茂 石原洋 佐藤栄一 池和行 小林靖 工藤一幸 本徳吉

ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ｾｷｸﾞﾁ ｱｵｲ ﾊｶﾞ ｺｳﾐ ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ ﾎｿﾔ ﾓﾄｷ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾇｶｲ ﾀｲｶﾞ

岡島　彩乃 関口　碧 芳賀　幸瞳 田中　心結 細谷幹 平松　孝太郎 犬飼　泰我

岡島猛 関口卓也 芳賀友弥 田中英章 細谷幹 平松賢斉 犬飼真樹

ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ｻｶｲ ﾘｺ ﾊﾅﾀﾞ ｽｽﾞﾅ ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ ﾖｼﾀﾞ ﾂｶｻ ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ﾔﾉ ｼﾞﾝｷ ﾊｼﾓﾄ ﾀｸｴｲ

豊田　ヒカル 酒井　理琴 花田　涼奈 小宮　千愛 吉田　主爽 進藤　太雅 矢野　仁貴 橋本　拓英

豊田新 酒井康年 花田拓也 小宮あいか 吉田千華 進藤雅信 矢野裕幸 橋本英紀

ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｱ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾘｽ ﾀﾞｲｺﾞｳ ｷｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ オオハシ　ユウ

安西　歩美 鈴木　能々子 松原　柊亜 小林　イリス 大郷　喜一 小林　麟太郎 大橋　優

安西智和 鈴木偉 松原秀光 小林武司 大郷由起子 小林大介 大橋功
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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　決勝大会　5月5日（火・祝）　花の木ゴルフクラブ

公式練習ラウンド

11－12女→9－10女→7－8女 11－12男→9－10男→7－8男
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