
※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
ｻﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ｶﾐﾔ ﾐｵ ｱﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ ｱﾀﾗｼ ﾏﾅﾐ ｿﾉﾀﾞ　ﾕﾘｱ

沢田　新 新井　隆一 岡田　大樹 神谷　美緒 天本　遥香 新　真菜弥 園田　結莉亜

新井　隆洋 天本　結子 新　康子

ｻﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ｵｵﾔｹ ﾏｻｷ ﾅｶﾞﾏ ｹﾝﾄ ｶﾈｺ ﾓﾓｶ ﾃﾗﾆｼ ﾋｶﾙ ｺﾞﾄｳﾀﾞ ﾈﾈ ｵﾉｻﾄ ﾘｱ

澤田　響 公受　将輝 長間　絢音 金子　桃果 寺西　飛香留 後藤田　寧々 小野里　リア

長間　範子 金子　洋一 小野里　富夫

ｵﾁｱｲ ﾘｮｳ ﾆｼﾜｷ ﾏｱｸ ｻｶﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｵﾑﾗ ﾓﾓﾊ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶ ｺｳﾉ ｱﾝﾅ

落合　凌 西脇　まあく 阪根　竜之介 大村　桃葉 雪野　若葉 丸山　祐香 河野　杏奈

西脇　たろう 大村　宗志 河野　修一

ﾋﾛﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｵｵﾆｼ ﾅｵ ｷﾑﾗ ｽｽﾞﾅ ｶﾗｼﾏ ﾈﾅ ﾀｶｷﾞ ﾐﾕ

広山　雄大 池田　拓己 村田　幸大郎 鈴木　慶太 大西　菜生 木村　鈴菜 辛島　寧那 高木　美佑

鈴木　直行 大西　弘実

ﾔﾉ ﾀﾂﾉﾘ ﾅｶﾀﾞ ｲﾂｷ ﾂﾙﾋｻ ｹｲ ﾀｶｾ ﾘｭｳﾏ ﾋﾗﾀ ﾁﾅﾘ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ ﾋﾗｵｶ ﾙｲ ﾅｶﾞｴ ﾘｮｳ

矢野　辰典 中田　樹 鶴久　慧 髙瀬　龍馬 平田　茅愛 山本　彩乃 平岡　瑠依 永江　綾

山本　雅文

ﾊﾁｶﾜ ﾊﾙｶ ｲﾉｳｴ　ﾀﾂｷ ｵｵｲｼ ｱﾂﾔ ｳﾒﾀﾞ ｷｮｳｾｲ ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾘ ｵｳ ﾃﾝﾖ ﾀﾈﾑﾗ ﾘｵ ｻﾉ ﾏﾄﾞﾘ

八川　遼 井上　達希 大石　敦也 梅田　恭生 奥山　友梨 王　天妤 種村　梨央 佐野　円梨

八川　健一 李　微

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ｶﾜﾓﾄ ﾘｷ ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｾｲ ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾄ ｶﾝｼﾞｬ ｻﾔｶ ｶﾜﾓﾄ ﾙﾅ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾗ

山内　一輝 河本　力 土肥　龍星 坂本　柊人 神社　佐也加 河本　留奈 長谷川　せら

河本　健児

ｲｻﾞﾜ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾉ ｹｲｼｮｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｼﾞ ﾂﾂﾐ ﾋﾒﾉ ｼﾗｶﾜ ﾎﾉｶ ｼｵｽﾞﾐ ﾊﾅｶ

伊澤　丈一郎 中野　恵將 中川　怜次 堤　姫乃 白川　ほのか 塩澄　英香

中野　幾一郎 山本　直樹

ｺﾑﾛ ｹｲﾝ イノウエ　カズマ ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼ ｳｻﾐ ﾄﾓｱｷ ﾀｶﾊｼ ﾏﾐ ﾅｶﾉ ｷﾗﾗ ｲｼﾊﾗ ｶｴﾃﾞ

小室　敬偉 井上　和馬 松田　正史 宇佐美　友亮 高橋　茉夢 仲野　綺良々 石原　果楓

小室　勝則 仲野　仁司

ｶﾐｸﾎﾞ ﾀｸﾐ ﾂﾘｳﾗ ｲｸﾏ ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｻｲ ﾓﾘｿﾞﾉ ﾀｲｶﾞ ﾋｶﾞ ﾘｵﾅ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ｺｳﾉ ｱｽﾞﾐ ｴｶﾞﾜ ﾘﾝ

上久保　拓海 釣浦　郁真 松浦　佑斎 森薗　大河 比嘉　里緒菜 高木　美空 河野　あずみ 江河　鈴

森薗　幸久 比嘉　亮一

ｼﾞｮｳﾉ ﾋﾛﾄ ｱｵｶﾜ ｴｲﾀ ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾘｷ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾝ ｲﾜｻｷ ﾎｼﾉ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾘ ｳﾒｽﾞ ﾏﾕﾐ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ

城野　寛登 青川　栄太 枝川　吏輝 竹内　瑛信 岩崎　星乃 遠藤　夢里 梅津　真優美 藤原　侑奈

枝川　巻雄 遠藤　基和

ﾄﾖｻﾄ ﾕｳｼ ｴｸﾞｻ ﾕｳﾄ ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾂｷ ｻｸﾗｲ ｺﾞｳ ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ ﾎﾘﾓﾄ ﾕｳｷ

豊里　裕士 江草　悠斗 山岸　咲槻 櫻井　豪 後藤　颯太 広山　功喜 堀本　祐希

堀本　健太郎

ｼｲﾅ ﾏｻﾄ ｳｴﾉ ﾘｵﾝ ﾀﾏｷ ﾐﾅｷﾞ ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｸ ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ ﾅﾜﾀ ﾘｮｳｲﾁ ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

椎名　将大 上野　麟欧 玉木　海凪 岡田　竜空 益田　航 縄田　領一 横山　翔伍

益田　信雄 横山　良則

ｱﾗｷ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｺｺﾛ ｱｵﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ ｽｷﾞﾊﾗ ｱｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｻﾄｳ ｿﾗ

荒木　優奈 山田　こころ 青山　緑 杉原　亜規 山本　龍征 吉田　京介 佐藤　大空

山田　剛志 吉田　博史

ｻｻｷ ﾌﾐﾅ ｶﾒｶﾞﾜ ﾐｳ ｶｶｽﾞ ｺｺﾅ ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ｶﾈｺ ｺｳｶﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾄ ﾅｶﾏｽ ｶﾂｷ

佐々木　史奈 亀川　美羽 賀数　心南 大谷　翼 金子　幸雅 近藤　港 仲桝　克希

佐々木　淳 亀川　忠信 大谷　秀人

ｻｸﾗｲ ｺｺﾅ ｲｼﾊﾗ ﾅｷﾞｻ ﾀｹﾊﾗ ﾐﾕ ｺｽｷﾞ ﾋｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾊﾙ

櫻井　心那 石原　渚裟 竹原　美悠 小杉　飛翔 田中　天晴

石原　洋 竹原　糸珠 小杉　秀夫 田中　祐

ﾐﾔｺ ﾚｲｶ ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾘ ｶﾔｼﾏ ﾐｽﾞｷ ﾆｼｶﾜ ｶﾎ ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ ｱｶﾏﾂ ｾｲｼﾝ

都　玲華 杉浦　愛梨 茅島　みずき 西川　果穂 竹内　康晴 赤松　成眞

都　英樹 竹内　幸治 赤松　弘法

ｸｻﾞｷ ﾅﾙ ﾄｸﾔｽ ﾊﾅ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷﾅ ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅﾐ ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸｴｲ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ

久﨑　成 徳安　春奈 川端　雪菜 杉本　花波 橋本　拓英 平松　孝太郎 山本　大勢

徳安　達文 橋本　英紀 平松　さとみ 山本　恵美

ﾐｱｹ ｻｸﾗｺ ｷﾖﾓﾄ ﾐﾅﾐ ｺｳﾉ ﾙｲ ﾌｸﾊﾗ ﾄﾑ ﾅﾜﾀ ｼｮｳｲﾁ ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ

三明　桜子 清本　美波 河野　るい 福原　渡夢 縄田　翔一 藤井　太己

三明　宏一 清本　宗健 河野　孝則 福原　順次 縄田　幸生 藤井　孝

ｴｶﾞﾜ ﾚｲ ﾏｴｻﾞﾄ ﾅﾅ ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ ｶｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝ ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ

江河　怜 前里　奈々 荒木　七海 梶谷　駿 児玉　志優 長崎　煌心

江河　常 前里　宗一郎 荒木　光 梶谷　教義 児玉　貴士 長崎　慎太郎

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｱ ｱｷﾀ ﾋｶﾘ ﾋﾀﾞﾘ ﾅﾅ ｻﾄｳ ﾐﾗｰ ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

松原　柊亜 秋田　光梨 左　奈々 佐藤　ミラー 森山　遼一 石垣　龍之介

松原　秀光 秋田　文弘 左　正和 佐藤　久哉 森山　貴仁 石垣　智清

ｺｼｵｶﾜ ｾﾘ ﾔﾌﾞｳﾁ ﾕｲ ﾐﾂｲ ﾕﾅ ｺｸﾞﾚ ｻﾅ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ

小潮川　せり 藪内　優衣 三井　優奈 小暮　沙奈 岩永　杏奈 豊田　ヒカル

小潮川　聖 中世古　進 三井　泰範 小暮　慎一 岩永　憲浩 豊田　新

PGM　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　西日本決勝大会　初日 4月2日

※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 15-17女→13-14女→11-12男→9-10男→7-8男女

OUT IN

1 7:30 1

2 7:37 2

3 7:44 3

4 7:51 4

5 7:58 5

6 8:05 6

7 8:12 7

8 8:20 8

9 8:28 9

10 8:36 10

11 8:44 11

12 8:52 12

13 9:00 13

14 9:08 14

15 9:16 15

16 9:24 16

17 9:32 17

18 9:40 18

19 9:49 19

20 9:58 20

21 10:07 21

22 10:16 22


