
※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
ﾊﾁｶﾜ ﾊﾙｶ ﾊｽﾓﾄ ｺｳｾｲ ﾅﾜﾀ ｼｭｳｲﾁ ｱｶｾ ﾆｲﾅ ｱｷﾔﾏ ﾋﾒｶ ｲｽﾞ ﾘｵﾅ ｼｹﾞﾀﾆ ﾄｷﾉ
八川　遼 蓮本　耕生 縄田　修一 赤瀬　新菜 秋山　姫夏 伊豆　里緒菜 重谷　秋乃

蓮本　龍彦 秋山　隆二
ﾅｶﾀﾞ ｲﾂｷ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾂﾙﾋｻ ｹｲ ｵﾉｻﾄ ﾘｱ ﾔﾅｷﾞﾀ ｺﾄﾉ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾘ
中田　樹 児玉　章太郎 鶴久　慧 小野里　リア 栁田　琴乃 山本　彩乃 奥山　友梨

鶴久　哲志 小野里　富夫
ﾅｶﾉ ｹｲｼｮｳ ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼ ｵｵｼﾏ ｱｷﾗ ｱﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ｵｵﾊｼ ｾｲｶ ｱﾍﾞ ﾐﾕｳ ｷﾑﾗ ｽｽﾞﾅ
中野　恵將 松田　正史 大嶋　彬楽 天本　遥香 大橋　せいか 阿部　未悠 木村　鈴菜
中野　幾一郎 天本　結子
ｼﾓｿﾞﾉ ｺｳﾀ ｶﾔｼﾏ ﾘｭｳﾀ ﾓﾘｿﾞﾉ ﾀｲｶﾞ ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾏ ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾂﾘ ﾅｶﾞｴ ﾘｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶ ｶﾗｼﾏ ﾈﾅ
下園　航太 茅島　隆太 森薗　大河 上山　捷馬 森本　まつり 永江　綾 丸山　祐香 辛島　寧那

森薗　幸久
ﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｻｸﾗｲ ｺﾞｳ ﾀﾅｶ ﾓﾄｷ ﾅｶﾞﾉ ﾀｲｶﾞ ｻｻｷ ﾊﾙ ﾅｶﾐﾁ ﾏｲ ﾋﾗﾀ ﾁﾅﾘ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｷ
田村　幸太郎 櫻井　豪 田中　元基 長野　泰雅 佐々木　波流 中道　まい 平田　茅愛 谷口　美月

田中　元伸
ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾘｷ ｺｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｲｻﾞﾜ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ ｼｹﾞﾀﾆ ﾀｲｶﾞ ﾎﾝﾀﾞ ﾚﾝｶ ﾖｼｵｶ ﾐｽﾞｷ ｳﾁﾀﾞ ﾕﾒﾉ
枝川　吏輝 古賀　信一郎 伊澤　丈一郎 重谷　大雅 本田　恋華 吉岡　瑞葵 内田　夢乃

内田　巌
ﾀｹﾊﾗ ﾐﾕ ｺｻﾞｸﾗ ｻｷ ｻﾄｳ ｺﾊﾙ ﾂﾂﾐ ﾋﾒﾉ ﾃﾗｶﾜ ﾕｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾓﾓｶ ｻｻｷ ﾒｲ
竹原　美悠 小櫻　咲 佐藤　来春 堤　姫乃 寺川　優 大窪　桃花 佐々木　芽生
竹原　糸珠 寺川　一宏

ｶﾔｼﾏ ﾐｽﾞｷ ｱﾗｷ ﾕｳﾅ ﾄｸﾔｽ ﾊﾅ ﾀｹﾀﾞ ﾘｵ ｵｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾅ ｺｳﾉ ｱｽﾞﾐ ｼﾗｶﾜ ﾎﾉｶ
茅島　みずき 荒木　優奈 徳安　春奈 竹田　麗央 奥山　純菜 河野　あずみ 白川　ほのか

徳安　達文
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ ｺﾆｼ ﾕﾒ ｻｻｷ ﾙﾅ ｻｸﾗｲ ｺｺﾅ ｲﾜｷﾘ ﾐｿﾗ ﾓﾄﾀﾆ ｴﾘｶ ﾐｽﾞｷ ﾊﾙｶ ｵｶﾞﾀ ﾅﾂﾐ
松永　七海 小西　優恵 佐々木　留奈 櫻井　心那 岩切　美空 元谷　絵理花 水木　春花 緒方　菜摘

小西　英樹
ﾊﾀﾞ ﾅﾅｶ ﾎﾝﾀﾞ ｻﾗﾝ ｶﾀｵｶ ｼｴﾘ ﾅｶﾐﾁ ﾕｲ ｴｶﾞﾜ ｺﾄﾐ ｶﾜﾓﾄ ﾙﾅ
羽田　菜々夏 本田　彩蘭 片岡　詩絵里 中道　ゆい 江川　琴実 河本　留奈

河本　健児
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘﾅ ｶﾒｶﾞﾜ ﾐｳ ｺｶﾞ ｱｲﾗ ﾆｼｶﾜ ｶﾎ ｳｴﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ﾅﾜﾀ ﾘｮｳｲﾁ ﾎﾘﾓﾄ ﾕｳｷ ﾊﾏﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ
箸本　万里奈 亀川　美羽 古賀　愛桜 西川　果穂 上山　虎雅 縄田　領一 堀本　祐希 濵山　文飛

堀本　真理子
ﾔﾅｲ ｺｳｽｹ ﾅｶﾔﾏ ｽｽﾞｷ ｴｶﾞﾐ ｱﾂｷ ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾂﾔ ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾀ ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ ﾔｽｺｳﾁ ｿｳﾏ
柳井　洸祐 中山　凉希 江上　敦哉 梶原　敦也 中川　瑛太 後藤　颯太 安河内　颯馬
柳井　博之 江上　智啓 梶原　洋一
ｵｵｶｷ ﾃﾝｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ ﾄﾐﾓﾄ ｿｳ ﾏﾂｲ ﾏｻﾙ ｺｶﾞ ｼｮｳｴｲ

大柿　天嵩 山本　大勢 竹田　燎平 山本　龍征 富本　創 松井　優 古賀　翔瑛
大柿　泉星 山本　恵美 竹田　英敏 富本　仁
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ ﾆｼｼﾞﾏ ｾﾂｵ ｱﾘｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝ ｺｸﾎﾞ ﾋﾛﾄ ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ
藤井　太己 西嶋　節夫 有薗　純 小窪　都斗 横山　翔伍 秋山　隆之介 橋本　侑樹
藤井　孝 西嶋　 有薗　一樹 横山　良則
ｱｲﾂﾞ ｾｲﾉｽｹ ﾅﾜﾀ ｼｮｳｲﾁ ｲﾘｴ ｹﾝｼﾝ ﾐｱｹ ｻｸﾗｺ ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ ｲﾜﾓﾄ ﾅﾉ ｺﾎﾘ ﾐｱ

會津　誠之輔 縄田　翔一 入江　健心 三明　桜子 荒木　七海 岩本　菜乃 小堀　未愛
會津　栄一 縄田　幸生 入江　貴士 三明　宏一 荒木　光 岩本　竜一朗 小堀　康之
ﾎｶｲﾜﾄﾞ ｾｲｼﾞ ｱﾅｲ ﾉﾌﾞﾅｵ ｳｴﾏﾂ ﾋﾛｷ ｳｴﾏﾂ ﾁﾎ ﾀｻｷ ﾏﾘﾅ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｲ ﾋﾀﾞﾘ ﾅﾅ
外岩戸　晟士 穴井　伸直 上松　弘喜 上松　智穂 田﨑　真里夏 松永　藍 左　奈々
外岩戸　市郎 穴井　伸彦 上松　智弘 上松　美都穂 高武　大輔 松永　和浩 左　正和
ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ ﾄﾘｾ ﾊﾙﾄ ﾊﾔｼ ｻﾔｶ ｺｳﾉ ﾙｲ ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ ｻﾀﾞｵｶ ｱｲﾅ
長崎　煌心 鳥瀬　遥翔 林　明花 河野　るい 前田　愛結 貞岡　愛依菜
長崎　慎太郎 鳥瀬　秀人 林　みか 河野　孝則 前田　弘道 貞岡　上司
ﾏﾂｵ ﾓﾓｺ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ｶﾀｵｶ ｱﾐﾘ
松尾　桃子 豊田　ヒカル 片岡　彩実里
松尾　新吾 豊田　新 片岡　里香

1 ８：００ 1

2 ８：０９ 2

PGM　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　九州予選　2月27日（土）ワールドカントリー倶楽部

※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。　.

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

OUT IN

3 ８：１８ 3

4 ８：２７ 4

5 ８：３６ 5

6 ８：４５ 6

7 ８：５４ 7
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10 ９：２１
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