
※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。

※★印はカート運転手をしてくれるボランティアスタッフの方です。

組 組
ｻｻｷ ﾅｵｷ ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ﾜｶｱﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ ﾂﾁﾀﾞ ﾐｷ ｳｽｲ ｶｽﾐ ﾛｰ ﾘﾝﾅ
佐々木　尚紀 阿部　修也 若有　宣彦 土田　三栞 薄井　香澄 ロー　鈴奈

阿部　好孝 土田　誠
ﾋﾛｻﾜ ｷｮｳﾍｲ ｷｸﾁ ﾀﾀﾞﾖｼ ﾏｶﾍﾞ ﾋﾃﾞﾐﾁ ｺｼﾞﾏ ｶﾅ ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾗ ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾐ

廣澤　京平 菊地　紀嘉 真壁　英路 小島　佳奈 山路　晶 工藤　優海
廣澤　一成 工藤　久美子
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｲｹﾉ ﾔｽﾕｷ ｻﾄｳ ﾘﾖｳﾀﾛｳ ﾉﾍﾞ ﾕｳｶ ｷﾑﾗ ﾚｲ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾘｶｺ
村上　晴貴 前川　大輔 池野　泰由貴 佐藤　亮太朗 野辺　優夏 木村　怜衣 南澤　莉佳子

南澤　一右
ﾁﾊﾞ ｾﾞﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｸﾜｼﾏ ﾀｲｷ ｶﾝﾉ ｱﾕﾐ ﾎｼﾉ ｱﾝﾅ ﾉﾍﾞ ﾅﾅｺ ｻﾄｳ ﾘﾐ
千葉　禅 松本　優人 古川　龍之介 桑島　大紀 管野　あゆみ 星野　杏奈 野辺　奈々子 佐藤　李美

星野　美千代
ﾐﾈｷﾞｼ ｾｲﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾄ ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ｳﾂﾐ ﾘｺ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｶ ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ
嶺岸　聖也 松本　拓人 田中　樹 工藤　大河 内海　理子 小泉　友佳 三浦　琴未

三浦　久美子
ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｷ ﾎｳｾﾝ ｹﾞﾝｷ ﾊﾔｻｶ ﾕｳﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ ｸﾄﾞｳ ﾉﾉｶ ｽｽﾞｷ ｱｲｶ ｻｻｷ ﾜｶﾅ ﾀｶﾊｼ ﾐｳ
黒澤　大輝 宝泉　研輝 早坂　勇太郎 中村　凜 工藤　乃ノ佳 鈴木　愛佳 佐々木　稚梨 高橋　美羽

佐々木　政行
ｵﾆｻﾞﾜ ﾊﾙｷ ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾍｲ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ ｳｽｲ ﾕｳﾏ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ ｸﾛﾀﾞ ｶﾘﾝ ｸﾛﾀﾞ ﾁﾘｺ ｱｿ ﾎﾅﾂ
鬼澤　遥希 猪股　柊平 倉林　太聖 薄井　悠真 大須賀　望 黒田　かりん 黒田　千梨子 阿曽　帆夏

黒田　力哉

ｳﾂﾐ ｼｮｳﾀ ｸｻﾉ ｼｮｳﾀ ｺﾑﾛ ｹｲﾝ ｺｵﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ ｷｼ ﾏｼﾛ
内海　将太 草野　祥汰 小室　敬偉 郡山　瞳 横田　一夏 遠藤　吏紗 岸　純白

★相原 宏悦
ﾂｷｵｶ ﾋﾖﾘ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳ ｻｸﾗｲ ﾘｵ ｷﾀｿﾞｴ ｶｲﾄ ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ
月岡　日和 倉林　紅 櫻井　梨央 北添　海翔 高橋　慶伍 末広　大地

櫻井　千夏 北添　俊之 高橋　知嗣 末広　憲一
ﾊｶﾞ ｺｳﾐ ｳﾁﾐ ｱﾆｶ ｱｷﾊﾞ ﾚｲﾅ ｻﾄｳ ﾕｳ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ ﾅｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ ｵｵｲｼ ﾖｼｷ
芳賀　幸瞳 内海　あにか 秋葉　怜奈 佐藤　優 菅原　大喜 長谷　政真 大石　恵輝
芳賀　友弥 永峯　喜代江 大石　義和
ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾒ ﾏｷﾀ ｺﾊﾙ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ ﾖｺﾔﾏ ﾄｱ ﾂﾙｾ ﾊﾙﾔ ﾊﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ
小泉　友恵 蒔田　小暖 馬場　咲希 横山　翔亜 鶴瀬　覇也 原田　竜成 鈴木　雄大 藤原　裕次郎

堀　春海 鈴木　恒夫
ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ ﾄﾖﾀ ﾕｳｺﾞ ｶﾀｸﾗ ﾉﾌﾞｱｷ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾐｶﾐ ﾕｳｼﾝ
社本　桜子 工藤　瑳々良 豊田　悠悟 片倉　暢晃 工藤　颯太 三上　優心
社本　晃 工藤　正 豊田　幸二 工藤　由佳
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾖｶ ｻｸﾗｲ ﾓｴ ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ ｸﾛｶﾞﾈ ﾂﾊﾞｻ ﾌﾙｻﾜ ﾕｳﾔ
渡辺　そ代加 櫻井　萌 中村　駈 黒金　翼 古澤　優哉
渡辺　和枝 櫻井　陽平 中村　実 黒金　孝行 芳賀　友弥
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ ｳﾁﾐ ﾓﾄﾁｶ ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ

松本　直人 平山　雅之 内海　源至 平山　航之 市村　翔太郎
松本　順一 平山　久美子 内海　いづみ 平山　貴之 市村　耕一

ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ ｻｶﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ
中里　通 鈴木　陽太 酒田　隆太郎
中里　理恵 鈴木　拓矢 酒田　淳一
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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　東北予選　

※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女→7-8男 15-17女→13-14女→11-12男→9-10男

OUT IN

　4月5日（火）松島チサンカントリー倶楽部　松島コース
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2 ７：３９ 2


