
※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。

※組数が黄色く塗りつぶされている組に関しては、現在カート運転手がおりません。ご協力をお願い致します。

（カート運転手をして頂ける方は、当日大会受付の際にお申し出下さい。※ご自身のお子様の組について頂けます。）

※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
ｵｵﾔｹ ﾏｻｷ ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ｱﾘﾓﾄ ｼｵﾝ ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ﾓﾘｶﾐ ﾖｳｽｹ ﾐｼﾏ ﾀｸﾔ
公受　将輝 細川　淳矢 有本　紫音 杉原　勇輝 森上　耀介 三島　卓也

細川　富嗣 森上　由男
ｵﾁｱｲ ﾘｮｳ ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾄ ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｷ ﾐﾜ ﾕｳｼﾛｳ ｶﾄｳ ﾏｻﾄﾖ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾝ ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｻｲ
落合　凌 坂本　柊人 徳永　弘樹 三輪　有志朗 加藤　正豊 竹内　瑛信 松浦　佑斎
落合　一朗 加藤　辰彦
ｳｷﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾓｳﾘ ﾀﾂﾉﾘ ｽｷﾞｶﾜ ﾘｮｳ ﾋﾃﾞﾔﾏ ﾃﾙ ﾋﾛﾀ ﾅｵﾄ ｶﾜﾍﾞ ﾀｸﾐ ﾊﾗﾀﾞ ｿﾗ ｴｸﾞｻ ﾕｳﾄ
宇喜多　飛翔 毛利　辰徳 杉川　諒 秀山　輝 廣田　直人 河邉　匠 原田　大空 江草　悠斗

毛利　徳明 原田　雄一郎
ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ ﾀﾜ ﾚﾝ ｵｵﾆｼ ﾅｵ ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾈﾈ ｸﾜﾊﾗ ｱｲｶ
長谷川　圭佑 村田　幸大郎 高橋　海理 田和　蓮 大西　菜生 後藤田　寧々 桒原　愛果
長谷川　誠
ｶﾜﾓﾄ ﾘｷ ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ｵｵｲｿ ﾀｹﾙ ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｶｶﾞﾜ ﾁﾖﾐ ｻﾀﾞﾔﾏ ｽｽﾞｶ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ
河本　力 岡田　大樹 大礒　駿 板東　寿匡 神田　ひなた 香川　ちよみ 佐田山　鈴樺 雪野　若葉

岡田 佐田山　貴皓
ｸｻﾞｷ ﾅﾙ ｼｹﾞﾂﾈ ｶﾘﾝ ｵｶﾀﾞ ﾁｱｷ ｵｶﾀﾞ ﾁﾅﾂ ｶﾗｷﾀﾞ ﾘﾉ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾕ
久﨑　成 重常　花梨 岡田　千晶紀 岡田　千菜津 唐木田　梨乃 山田　萌結
久﨑　健二 唐木田　博光
ﾊｼﾋﾗ ﾏﾋﾄ ｻﾄｳ ﾖｼｷ ﾏﾂｲ ﾘｳﾗ ｼｵｽﾞﾐ ﾊﾅｶ ｲﾜｻｷ ﾎｼﾉ ｻﾀﾞﾔﾏ ｶｴﾃﾞ ｶﾗｷﾀﾞ ﾋﾅ
橋平　真人 佐藤　慶季 松井　琳空海 塩澄　英香 岩崎　星乃 佐田山　楓 唐木田　妃菜
橋平　淳司 佐藤　充草 峯森　久夫 岩崎　慎也

ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ ｵｶﾀﾞ ﾚｵﾝ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾗ ﾊﾔﾐ ﾘﾝｶ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ｳﾒｽﾞ ﾏﾕﾐ ﾓﾘﾓﾄ ﾕﾒｶ
竹内　康晴 山田　唯翔 岡田　怜音 池田　侑羅 速水　梨花 高木　美空 梅津　真優美 森本　夢叶
竹内　幸治 山田　勝雄 岡田　俊也 池田　明子 速水
ﾔﾌﾞｳﾁ ﾕｲ ｳｵﾐ ｻｸﾗ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｱ ｻﾄｳ ｿﾗ ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ ｽｷﾞｶﾜ ﾊﾔﾃ
藪内　優衣 魚見　彩倉 松原　柊亜 佐藤　大空 辻　大成 杉川　颯
藪内　裕嗣 宮本　昇 松原　秀光 辻　憲吾
ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ﾌｼﾞﾔｽ ﾏﾘﾝ ｲﾉｼﾀ ｱｲｶ ｷﾇｶﾞﾜ ﾀｲﾁ ｽｷﾞﾊﾗ ｱｷ
河邉　りえ 藤安　真凛 井ノ下　愛華 衣川　太智 杉原　亜規
河邉　尚道 藤安　良仁 井ノ下　正義 衣川　輝之
ﾐﾔｹ ﾕﾅ ｱｵﾔﾏ ﾕｽﾞﾕ ｶｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝ ﾊｼﾋﾗ ﾊﾔﾄ ｲﾏﾔ ﾏｻﾀｶ
三宅　結菜 青山　ゆずゆ 梶谷　駿 橋平　隼人 今屋　大雄
三宅　秀和 青山　哲也 梶谷　教義 橋平　満貴子 今屋　雄作
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｶ ｷｸﾀﾞ ﾋﾅ ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾀ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ
坂本　遥 菊田　ひな 藤澤　聖太 篠原　和樹
坂本　大祐 菊田　徹 藤澤　陽一 篠原　聖

1 ７：１５ 1

2 ７：２２ 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　3月5日（土）尾道ゴルフ倶楽部

15-17男→11-12女→9-10男→9-10女→7-8女 13-14男→15-17女→13-14女→11-12男→7-8男

OUT IN

※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。　.
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9 ８：１１ 9

10 ８：１８
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