
※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。本日は１名のみとなります。

※キャディ及びカート運手以外は、コース内へは立入り禁止です。

組 組
ｶﾈｺ ﾉﾘﾋﾛ ｵｵｻﾜ ﾕｳ ﾎｿﾔ ﾄﾓｷ ｻﾄｳ ｱｽｶ ｾｷﾈ ﾘｵ ﾏﾂｵｶ ﾊﾅ ｸﾎﾞ ｾｲﾗ ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾐ

金子　憲洋 大澤　優 細谷　朋生 佐藤　飛鳥 関根　理央 松岡　華 久保　青空 西村　あすみ

佐藤　克人 久保　美那子

ｲﾉｳｴ　ﾀﾂｷ ｳｴｷ ｼｮｳﾀ ｸﾘｶﾐ ﾏｻﾋﾛ タカハラ リュウヤ ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ｵｼﾀﾞ ﾁﾅﾐ ｵｵﾑﾗ ﾓﾓﾊ ﾅｶﾞﾉ ﾐﾉﾘ

井上　達希 植木　祥多 操上　眞廣 高原　竜弥 鈴木　桂花 押田　千菜実 大村　桃葉 長野　未祈

植木　貴之 鈴木　竜一郎

ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ ｻｶﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｵﾊﾞﾝ ﾋﾗｲ ｼﾉﾊﾗ ｶﾌﾞﾄ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ｶｶﾞﾜ ｱﾂﾞﾐ ﾀｶﾊｼ ｾｲ ﾌﾙﾔ ｼｮｳｶ

五十嵐　瑠亜 阪根　竜之介 大番　飛来 篠原　株登 石澤　梨音 香川　安曇 髙橋　清 古家　翔香

大番　哲郎 石澤　英輝

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ ｿｳﾄﾒ ｼﾋﾅ ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳ ﾂﾁﾀﾞ ﾐｷ

中島　萌絵 五月女　栞雛 櫻田　優 土田　三栞

土田　誠

ｱｻﾉ ﾌﾞｿﾝ ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｽｹ ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ ｺｳﾉ ｱﾝﾅ ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾗ ﾎｼﾉ ｱﾝﾅ ヨシダ　リオ

浅野　文尊 長野　京介 古川　龍之介 松本　優人 河野　杏奈 山路　晶 星野　杏奈 吉田　莉生

浅野 奈美 古川　真一 河野　修一

ｲﾉｳｴ　ｶｽﾞﾏ ｽｶﾞﾉ ﾖｼｷ ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾙｷ ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ ｻｲｺﾞｳ ﾏｵ ｳｻﾐ ｻﾔｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｺ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ

井上　和馬 菅野　義稀 芳崎　陽紀 藤澤　諒 西郷　真央 宇佐美　彩華 松本　凜子 吉津谷　彩香

芳崎　茂美 吉津谷　隆

ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ ｲｼﾀﾆ ﾀﾂｷ ﾎﾝﾏ ｲﾁﾀ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｵﾅｶﾞ ｻﾔ ｲﾜｲ ﾁｻﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ ｻﾄｳ ｱﾆｶ

川畑　京太郎 石谷　竜月希 本間　一太 佐藤　翔太 翁長　咲弥 岩井　千怜 中澤　瑠来 佐藤　有仁加

佐藤　恭子 中澤　敬

ｾｷ ﾕｳﾅ ｻｸﾏ ｼｭﾘ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｶ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ
関　悠那 佐久間　朱莉 小泉　友佳 遠藤　吏紗

小泉　春美

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵ ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ｻﾄｳ ﾐﾕ ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾅﾎ ｻﾄｳ ﾕｷﾉ

遠藤　りお 佐藤　卓郎 西山　大翔 亥飼　台 佐藤　心結 荻原　いなほ 佐藤　雪乃

亥飼　妙子 佐藤　美樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ ｺﾑﾛ ｹｲﾝ ｵﾆｻﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾎﾘｶﾜ ﾊﾅ ﾊﾅﾀﾞ ｶﾘﾝ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ

小林　大河 鈴木　隆太 小室　敬偉 鬼澤　遥希 堀川　雪花 花田　華梨 榎本　杏果 岡島　彩乃

小室　勝則 岡島　猛

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾄ ﾎｳｾﾝ ｹﾞﾝｷ クリハラ　ユウ ｼｲﾅ ﾕｳｽｹ ｲﾄｳ ﾆｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｶ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ ﾌｸｲ ﾓﾓｶ

松本　拓人 宝泉　研輝 栗原　悠宇 椎名　優介 伊藤　二花 小林　夢果 横山　珠々奈 福井　百々花

宝泉　博輝 横山　健士

ｸｽﾉｷ ﾀﾞｲｼｭﾝ ｵｵﾉ ｺｳ ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ ﾖｺﾔﾏ ﾄｱ ﾊｶﾞ ｺｳﾐ ｺﾆｼ ﾕﾒ

楠　大峻 大野　倖 齋藤　光 高田　菜桜 横山　翔亜 芳賀　幸瞳 小西　優恵

大野　宏之 芳賀　友弥 小西　英樹

ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾄ ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ ｼｮｳﾅｲ ﾘｺ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ ﾊﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ

篠原　雷登 高山　幸汰 相原　涼汰 長谷　政真 庄内　理湖 宮澤　美咲 原田　竜成

篠原　 高山　良光 原田　豊孝

ﾎｿﾔ ﾓﾄｷ ｽﾐｳﾁ ﾏｻﾄ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾌｸ ｱﾝﾅ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ｸﾘﾀ ﾚﾅ ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ ﾁｬｷ ｼｵ

細谷　幹 隅内　雅人 工藤　颯太 福　晏蘭 鈴木　能々子 栗田　怜奈 手塚　彩馨 茶木　詩央

細谷　健 隅内　洋明 鈴木　偉嘉 ｸﾘﾀ　隆秀 ？？？ 茶木　茂

ｷﾀｿﾞｴ ｶｲﾄ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ﾉﾍﾞ ﾕｳｶ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾆｶ マツバラ　シュア ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ

北添　海翔 末広　大地 野辺　優夏 山田　彩歩 安西　歩美 小林　愛香 松原　柊亜 田中　心結

北添　俊之 末広　憲一 安西　智和 小林　一美 松原　秀光 田中　英章

ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｵﾝ ｲｹ ﾕｳﾔ ｾｲﾄｳ ﾊﾙ ｾﾀﾆ ｻﾄﾐ ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ

八木沢　浩心郎 小林　翔音 池　由哉 清藤　羽琉 瀬谷　里美 荻原　すいみ

八木沢　浩一 小林　靖 池　和行 清藤　貴行 瀬谷　敏之 荻原　康裕

ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｲﾁﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ ﾎﾘ ｼｮｳｺﾞ ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾘｮｳｶﾞ ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
亥飼　陽 市村　龍我 平山　航之 田邊　武士 吉田　悠 堀　彰吾 ゴヴォロヴスキー　遼河西山　陽斗
亥飼　健司 市村　茜 平山　久美子 田邊　洋一 吉田　淳二郎 堀　聡 ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ セルヒー 西山　有華
ﾀﾆﾎ ﾄｼｷ ﾓﾘ ﾄﾓﾔ ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾔ ﾄﾘｳﾐ ｿｳﾀ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾝﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾀ ｾｷ ﾚｵﾄ ｻｻｷ ﾘｮｳ

谷保　寿樹 森　智也 村岡　侑哉 鳥海　颯汰 宮崎　鈴都 山本　詠太 関　玲音 佐々木　涼

鳥海　和美 宮崎　光可

13 １０：０２ 15

14 １０：１０ 16

16 １０：２６ 18

15 １０：１８ 17

11 ９：４６ 13

12 ９：５４ 14

10 ９：３８ 12

８：０２～９：０６　一般予約枠 ８：０２ 8

本日の指定練習ラウンドは、一般のお客様も来場されプレーをされております。以下の注意事項を必ず厳守して下さい。

※プレーの進行については、ハーフ２時間１０分を目安にプレーすること。　※グリーン上でのパッティングを含め、必ず１ボールでプレーすること。

9 ９：３０ 11

7 ９：１４ 9

8 ９：２２

PGM　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　東日本決勝大会練習ラウンド 4月22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。　.
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5 ７：４６ 6
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