
※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 ｼｭｳﾔ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ｳｴｷ ｼｮｳﾀ ｻｶﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ ｿｳﾄﾒ ｼﾋﾅ ｲﾏｲ ﾓｴ
佐々木　愁也 鈴木　遼太 植木　祥多 阪根　竜之介 田中　美佑 五月女　栞雛 今井　萌絵
佐々木　盛士 中島　孝之
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ﾅｶﾞｸﾗ ｾｲﾔ ｿﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾎﾘｳﾁ ﾀｲﾖｳ ｲﾏｲ ﾋﾛﾐ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ｲﾏｲ ｱﾕﾐ
鈴木　晃祐 長倉　聖弥 曽原　和樹 堀内　太陽 今井　裕美 新藤　励 今井　鮎美
鈴木　勝成 新藤　英彦
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳｴｲ ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾘ ﾌﾙﾔ ｼｮｳｶ ｱﾋﾞｺ ﾐｵ
小林　響 山田　直紀 石森　健太郎 杉田　龍英 長野　未祈 古家　翔香 安孫子　美央
小林　邦久 安孫子　直美
ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ ｳﾒｳﾁ ｼｭｳﾀﾛｳ ｻｸﾏ ﾚｵ ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ ﾀｶﾊｼ ｾｲ ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞｶ
藤田　大輝 梅内　秀太郎 佐久間　怜央 青木　竜真 髙橋　清 櫻田　優 石川　涼夏

青木　三夏 石川　久美子
ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｽｹ ｵｸﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ｷﾐｼﾞﾏ ﾀｲｷ ｵｵﾊﾞﾝ ﾋﾗｲ ｽｽﾞｷ ｹｲｺ ｲｼｶﾜ ﾏﾕｶ ｶｶﾞﾜ ｱﾂﾞﾐ ｷﾑﾗ ﾐｶ
長野　京介 奥山　大地 君島　大樹 大番　飛来 鈴木　惠子 石川　茉友夏 香川　安曇 木村　美霞

君島　泰史 石川　麻紀
ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ ﾅｶﾞﾐ ｲｯｾｲ ｲｹﾀﾞ ｼｭｳﾏ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳｽｹ ﾜｸｲ ﾏﾕ ｺｳﾉ ｱﾝﾅ ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅｺ
田村　将人 長見　一世 池田　周真 井坪　佑介 和久井　麻由 河野　杏奈 中條　志歩 稲垣　那奈子
田村　浩一 ★千葉　尚久
ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ ﾄﾑﾗ ﾀｸﾛｳ ｶﾜｻｷ ﾀｲｶﾞ ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾕｳ ｻﾜﾀﾞ ﾏｲ ｲｹﾊﾞ ﾋﾅﾀ
野村　龍太郎 五十嵐　瑠亜 戸村　拓郎 川崎　敦雅 安西　美優 澤田　麻依 池羽　陽向

澤田　けい子

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｲﾁﾑﾗ ｱﾝ ｲﾜｲ ﾁｻﾄ ﾋﾀﾞｶ ｶﾎ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ
小林　大河 佐藤　翔太 中村　勇貴 市村　杏 岩井　千怜 日高　香帆 吉津谷　彩香

佐藤　亮一 市村　茜
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾂﾋﾛ ｱｷﾀ ｿﾗ ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓｶ ﾖｺﾔﾏ ﾏｲ ｲﾜｲ ｱｷｴ
望月　敦寛 秋田　青空 佐藤　卓郎 中澤　瑠来 福原　朋花 横山　まい 岩井　明愛
望月　健 横山　幸夫
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾄ ﾎﾘ ﾀｲﾖｳ ｻﾄｳ ｱﾆｶ ｾｷ ﾕｳﾅ ｴﾊﾗ ﾕﾐ ｻｸﾏ ｼｭﾘ
山田　真輝 鈴木　隆太 高橋　大斗 堀　太陽 佐藤　有仁加 関　悠那 江原　侑美 佐久間　朱莉

高橋　正博
ｵｵﾊﾞﾝ ﾊﾙﾄ ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｽｹ ﾂﾁﾔ ﾁｶｴ ﾑｸﾞﾙﾏ ﾋﾅﾉ ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾅ

大番　陽斗 吉田　隼汰 西山　大翔 片桐　悠佑 土屋　智伽江 六車　日那乃 長倉　加奈

ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ｻｻﾔﾏ ｼｭﾝ ｲｲﾀﾞ ｶﾅﾒ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｷ
石崎　拓海 亥飼　台 笹山　峻 飯田　要 吉田　攻輝 齊藤　大翔 五十嵐　大輝

吉田　ひろし 五十嵐　和久
ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ ﾊﾙﾀ ﾀｲｼﾝ ﾎｿﾔ ﾓﾄｷ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ ｲﾉｳｴ ｴﾝｼﾞ
町田　竜成 鈴木　慈音 春田　大心 細谷　幹 松枝　靖悟 井上　円慈

細谷　健 松枝　勝浩
ﾎﾝﾏ ｲﾁﾀ ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ｺﾔﾏ ｶﾅﾄ ｽﾐｳﾁ ﾏｻﾄ ｺﾞﾐﾀ ﾏﾋﾛ ｺﾞ　ｼｮｳｴｲ
本間　一太 東城　幸翼 小林　拳史郎 田中　雄貴 小山　叶人 隅内　雅人 五味田　真大 呉　翔詠

小山　雅由 隅内　洋明
ｶｼﾏ ｵﾈ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ ﾄｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｾｷﾈ ﾄｳﾏ
鹿島　おね 岩渕　凜桜 山本　渚月 相原　涼汰 齋藤　光 戸﨑　拓海 関根　東馬
鹿島　康薫 山本　正樹 相原　義昌 戸﨑　辰也
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾅ ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾅﾎ ｻｲﾄｳ ﾘﾅ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｾｲ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ ｲﾜｲ ｺｳﾀ
岩渕　唯愛 荻原　いなほ 斉藤　里奈 吉田　凜世 宮下　優輝 高山　幸汰 岩井　光太
岩渕　匡敦 斉藤　謙一 高山　良光 岩井　雄士
ｾﾀﾆ ﾏﾅｶ ﾊﾅﾀﾞ ｶﾘﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ ｵｵﾂ ﾀｸﾐ ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｲﾜｲ ﾀｸﾐ
瀬谷　愛佳 花田　華梨 山崎　奈緒 横山　珠々奈 大津　匠 東城　大翔 滝澤　怜央 岩井　巧

山崎　万里 大津　貴正 東城　靖基
ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ｲﾄｳ ﾆｶ ｽｽﾞｷ ﾘｵ ｲｲﾀﾞ ｱｶﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｵﾝ ﾀｹﾊﾅ ｿｳﾀ
榎本　杏果 伊藤　二花 鈴木　莉緒 飯田　茜 小林　翔音 竹花　颯汰

鈴木　里英 小林　靖 喜多　康範
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｶ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ ﾐｽﾞｼﾏ ｾｲｶ ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ ｷﾑﾗ ｹﾞﾝ ｲｹ ﾕｳﾔ
西澤　香那 小林　夢果 高田　菜桜 水島　聖佳 石川　太郎 木村　元 池　由哉

小林　章浩 水島　卓男 石川　浩 木村　秀行 池　和行
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾅﾂ ﾊｶﾞ ﾐﾉﾘ ｶﾀﾉ ｱｲﾐ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾀ ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞ
中島　千奈都 芳賀　みのり 片野　あいみ 栗林　夏希 篠原　来太 榎本　聖大 井上　笑慈

片野　恵 篠原　哲也 榎本　繁 井上　広和
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ ﾊｷﾞｳﾀﾞ ﾐﾗﾝ ｶﾈｺ ｹｲﾔ ｲﾇｶｲ ﾀｲｶﾞ ｻﾄｳ ｶｲﾄ
小林　みなみ 萩生田　みらん 金子　佳矢 犬飼　泰我 佐藤　快斗
小林　武彦 萩生田　健二 金子　尚子 犬飼　真樹 佐藤　亮一
ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ ｵｶﾔｽ ﾏｲ ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ ﾋﾙﾏ ｺｳｽｹ ﾎﾘ ﾃｯﾍﾟｲ
小俣　柚葉 岡安　真衣 八木沢　浩心郎 比留間　康介 堀　鉄平
小俣　裕次朗 岡安　慶博 八木沢　浩一 比留間　一恵 堀　聡
ｼﾉﾀﾞ ｱｷﾗ ﾁｬｷ ｼｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾆｶ ｲﾁﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ ﾄｷﾜ ｶｽﾞﾔ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ
篠田　麗 茶木　詩央 小林　愛香 市村　龍我 常盤　和也 亥飼　陽
篠田　薫 茶木　茂 小林　一美 市村　強志 常盤　知生 亥飼　健司
ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞﾊ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｲﾄｳ ｶﾝﾅ ｾﾀﾆ ｻﾄﾐ ｵﾏﾀ ﾕﾘﾅ
福原　和葉 安西　歩美 伊東　かんな 瀬谷　里美 小俣　百合菜
福原　出 安西　智和 伊東　隆昌 瀬谷　敏之 小俣　正子
ｻｲﾄｳ ｱﾔ ﾌｼﾞｲ ﾘﾐ ﾀｶｲ ｷｮｳｺ ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗ ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ
齋藤　綾 藤井　リミ 高井　響子 中澤　紗来 荻原　すいみ
齋藤　勝典 藤井　卓 高井　賢一 中澤　敬 荻原　康裕

ﾎﾘ ｼｮｳｺﾞ ｼﾏﾀﾞ ﾗｲﾄ ｶﾀﾉ ｶﾝｲﾁﾛｳ
26 堀　彰吾 島田　楽生人 片野　貫一朗

堀　聡 島田　雅彦 片野　信介
10:46

23 10:22 23

24 10:30 24

10:3825 25

21 10:06 21

22 10:14 22

19 9:50 19

20 9:58 20

17 9:34 17

18 9:42 18

15 9:18 15

16 9:26 16

13 9:02 13

14 9:10 14

12

11 8:46

10

12 8:54

11

9 8:30 9

10 8:38

7 8:14 7

8 8:22 8

7:58 5

6 8:06 6

5

PGM　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　関東予選　3月30日（水）ピートダイゴルフクラブVIPコース

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

※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。　.

1 7:30 1

2 7:37 2

3 7:44 3

4 7:51 4


