
※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。

組 組
ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝ ｻﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ｺﾝﾉ ﾀｸﾐ

吉田　莉生 山本　彩乃 鈴木　桂花 遠藤　元 澤田　響 今野　匠

山本雅文 遠藤威 澤田拓也

ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ ｻｶｲ ﾘﾅ ﾖｼﾀﾞ ｷｯｶ ｵｵｲﾜ ﾘｭｳｲﾁ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ｷｸﾁ ﾀﾀﾞﾖｼ ﾖｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ

藤田　桃香 酒井　里奈 吉田　菊花 大岩　龍一 山内　一輝 菊地　紀嘉 吉本　龍斗

藤田英治 大岩鉄生

ｷﾑﾗ ｱﾕ ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｲﾗ ｻｶｲ ﾕｳﾅ ﾀｶﾊｼ ｹｲ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ ｲｼｶ　ｺｳｲﾁﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ

木村　朱夢 鍋島　海良 酒井　優菜 高橋　慧 板東　篤司 石過功一郎 小林　周平

木村真奈生 高橋良実

ﾀﾅｶ ﾉﾄﾞｶ ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾈﾈ ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳ ｺﾝ ｱﾔﾅ ﾐﾔﾓﾄ ｴﾓﾝ ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ ｸﾆｴﾀﾞ ﾀｲﾁ ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ

田中　のどか 後藤田　寧々 櫻田　優 今　綾奈 宮本　英門 吉田　泰基 国枝　太一 五十嵐　瑠亜

今由紀恵 吉田誠司

ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾐ ｶｷ ﾕｳﾅ ｵｸﾞﾗ　ﾋﾏﾜﾘ ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾝｶ ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ ｶﾜﾓﾄ ﾘｷ ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｺｳ ﾀｶﾉ ｹﾝﾀ

工藤　優海 垣　優菜 小倉　ひまわり 中川　梨華 栗本　和博 河本　力 西山　大広 髙野　健汰

工藤協一 西山幸男

ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ﾊﾟｸ ｻﾝﾃﾞ ｽﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ ﾖｺﾀ ﾘｭｳｾｲ ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ ｽｷﾞﾊﾗ　ﾀｲｶﾞ ｼﾝﾄﾞｳ ｻｴ

栗原　悠宇 黒田　智之 朴　相大 須藤　大和 横田　竜成 森田　匠海 杉原　大河 新藤　冴

須藤正樹 新藤英彦

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ﾐﾀ ﾀｶｼｹﾞ ﾎｯｺｸ ｼﾞｮｳｼﾞ ｽｽﾞｷ ｱｻﾄ ﾖｼｻﾞﾜ ｲﾁﾙ ﾄﾖﾔﾏ ﾘｮｳ ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ ｼﾉｻﾞｷ ｶﾉﾝ

山田　真輝 三田　貴樹 北國　譲斗志 鈴木　朝登 吉澤　一瑠 豊山　良 井上　賢人 篠﨑　嘉音

三田元美 吉澤栄裕

ｻｻｷ ﾅｵｷ ｵｵｲｼ ｱﾂﾔ ｱｻﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳｽｹ ｲﾏｲ ﾓｴ ﾀｶｷﾞ ﾐﾕ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ

佐々木　尚紀 大石　敦也 浅野　功大 井坪　佑介 今井　萌絵 高木　美佑 大須賀　望

大石敦也 浅野博史 中島孝之 大須賀純

ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵﾁｱｲ ﾘｮｳ ｸﾜｼﾏ ﾀｲｷ ｳﾒｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ ｸﾎﾞ ｾｲﾗ ﾕｻ ﾈﾈ ﾖｺﾔﾏ ﾓﾓ

古川　龍之介 落合　凌 桑島　大紀 梅内　秀太郎 久保　青空 遊佐　音々 横山　もも

落合一朗 久保美那子

ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾍｲ ﾋﾗﾀ ｹﾝｾｲ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ ｻｻｷ ｼｭｳﾔ ｶﾂﾐ ｱｽﾞｻ ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｳ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ

猪股　柊平 平田　憲聖 岩崎　裕斗 佐々木　愁也 勝見　梓 後藤　未有 高木　美空

猪股良和 佐々木盛士 勝見由紀

ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｳﾀ ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ ｲﾜｲ ﾁｻﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｷ ﾅｶﾆｼ ﾕｳｶ ﾅｶﾏ ﾁﾋﾛ

杉浦　悠太 新井　隆一 阿部　修也 田中　章太郎 岩井　千怜 谷口　美月 中西　悠加 中間　千尋
新井恵子 阿部好孝 岩井雄士

ﾄﾘｳﾐ ｿｳﾀ ｵｷﾞﾉ ﾀｲﾕｳ ﾐｽ ﾀｲｶﾞ ｼﾉﾊﾗ ｶﾌﾞﾄ ｲｹﾊﾞ ﾋﾅﾀ ｿﾉﾀﾞ ﾕﾘｱ ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ ﾔﾅｲ ﾐﾕｳ
鳥海　颯汰 小木野　太優 三須　大雅 篠原　株登 池羽　陽向 園田　結莉亜 木下　遥 柳井　美優

三須利信 篠原克宏 池羽浩史 柳井秀夫
ｲﾏｲ ｱﾕﾐ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ ﾔｸﾞﾁ ｶﾝﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ
今井　鮎美 雪野　若葉 矢口　カンナ 小林　千夏

小林功樹
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８：３０ 1212

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

※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。　.

AM:15-17女→13－14男 AM:15-17男→13－14女
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1 ６：４０ 1

2 ６：５０ 2

3 ７：００ 3

4 ７：１０ 4

5 ７：２０ 5

6 ７：３０ 6

7 ７：４０ 7

8 ７：５０ 8

８：４０ 1313

9 ８：００ 9

10 ８：１０ 10

８：２０


