
※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。

※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 時間 組
ﾋﾃﾞﾔﾏ ﾃﾙ ｵﾁｱｲ ﾘｮｳ ｵｵｲｿ ﾀｹﾙ ﾄﾞｲ ﾕｳｶﾞ ｳﾈ ﾀｲﾁ ﾅﾜﾀ ｼｮｳｲﾁ ﾏﾉｼﾛ ﾊﾔﾄ

7:00 秀山　輝 落合　凌 大礒　駿 8:44 土居　侑雅 宇根　大智 縄田　翔一 馬城　颯士
落合　一朗 土居　伸行 縄田　幸生

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ ｾﾐｶﾜ ﾀｲｶﾞ ｴｸﾞｻ ﾕｳﾄ ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ ｻﾄｳ ﾖｼｷ ﾎｿｶﾜ ﾀﾂﾔ ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ

7:08 板東　寿匡 蝉川　泰果 江草　悠斗 8:52 辻　大成 佐藤　慶季 細川　達矢 竹内　康晴
蝉川　佳明 佐藤　充草

ｵｵﾔｹ ﾏｻｷ ﾅｶﾞﾏ ｹﾝﾄ ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ｶﾒｲ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾛ ﾌｼﾞﾔｽ ﾏﾘﾝ ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ｱﾎﾞ ｺﾄﾐ

7:16 公受　将輝 長間　絢音 細川　淳矢 亀井　壮汰 9:00 中村　心 藤安　真凛 河邉　りえ 安保　寿美
長間　範子 藤安　良仁 河邉　尚道

ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｻｲ ｵｵｼﾏ ｲﾉﾁ ｼｹﾞﾄﾓ ﾘｮｳ ｵｵｲｼ ｱﾂﾔ ﾊﾔｼ ｱｲｺ ﾓﾘ ﾕｲ ｳｵﾐ ｻｸﾗ ｲﾉｼﾀ ｱｲｶ
7:24 松浦　佑斎 大嶋　命 重友　稜央 大石　敦也 9:08 林　あいこ 森　愉生 魚見　彩倉 井ノ下　愛華

重友　和人 森　昭博 井ノ下　正義
ｼﾗｲ ｱｷﾗ ｵｵｼﾏ ﾀｶﾗ ｶﾜﾍﾞ ﾀｸﾐ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾐﾔｹ ﾕﾅ ｳｴﾓﾄ ﾁﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ

7:32 白井　瑛 大嶋　宝 河邉　匠 9:16 川端　悠衣 三宅　結菜 上本　千尋 山田　胡花
河邉 川端　弘昭 上本　益続 山田　伸一

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾍｲ ｶﾄｳ ﾏｻﾄﾖ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾗ

7:40 山本　悠平 加藤　正豊 竹内　瑛信 9:24 松本　瞬乃介 池田　侑羅
山本　勝行 松本　暢文 池田　明子
ﾏﾂﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｳﾄ ﾊﾗﾀﾞ ｿﾗ ｱﾗｲ ﾋﾛｷ ﾏﾂｲ ﾘｳﾗ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ

7:48 松山　翼 藤井　想大 藤川　裕人 原田　大空 9:32 荒井　鵬貴 松井　琳空海 篠原　和樹
松山　裕也 荒井　勇輝 峯森　久夫 篠原　聖
ﾄｸﾔｽ ﾓﾓｶ ｵｵﾆｼ ﾅｵ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ ｱｶｷﾞ ﾘｵ ｵｶﾀﾞ ﾚｵﾝ ﾌｼﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ ﾊﾗ ﾃﾂﾀﾛｳ

7:56 徳安　李香 大西　菜生 山本　彩乃 赤木　理央 9:40 岡田　怜音 藤田　一平 原　鉄太郎
大西　弘実 岡田　俊也 藤田　信 原　敬

ｶﾗｷﾀﾞ ﾋﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｶ ｵﾝｻﾞ ﾕｳﾘ ﾀｶﾀﾆ ﾘｵ ｺｼﾞﾏ ﾏﾘﾅ ｷｸﾀﾞ ﾋﾅ ﾏﾂｵ ﾓﾓｺ

8:04 唐木田　妃菜 山本　唯加 遠座　悠里 高谷　理央 9:48 小嶋　真莉菜 菊田　ひな 松尾　桃子
遠座　康弘 小嶋　清司 菊田　徹 松尾　新吾

ｱﾘﾓﾘ ｶﾘﾝ ｺｼﾞﾏ ﾕｷﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ｶﾗｷﾀﾞ ﾘﾉ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾅｶｿﾈ ﾘｮｳｶﾞ ｶﾜｳﾁ ｼｮｳﾔ

8:12 有森　可琳 小嶋　裕希美 中村　優海 唐木田　梨乃 9:56 本田　大凱 仲宗根　諒翔 川内　勝矢
唐木田　博光 本田　大策 仲宗根　旭 川内　香代子

ﾃﾗｵｶ ｻﾔｶ ｽｶﾞﾓﾘ ﾓｴﾅ ｵｶﾀﾞ ﾁﾅﾂ ﾀｵﾀﾞ ｻｸｱ ﾅｶｳｴ ﾘｮｳﾏ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ

8:20 寺岡　沙弥香 菅森　萌愛菜 岡田　千菜津 10:04 垰田　朔天 中上　遼真 龍本　奈月
由元　修二 垰田　竜二 中上　忠則 龍本　佳輝

ｳﾒｽﾞ ﾏﾕﾐ ﾖｼﾓﾄ ﾕｲﾅ ﾄｸﾔｽ ﾊﾅ ﾏｽﾀﾞ ｾﾘ

8:28 梅津　真優美 由元　結菜 徳安　春奈 益田　世梨
徳安　達文

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ ﾔﾏﾅｶ ﾏｵ ｲﾉｳｴ ｴﾘ ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ

8:36 由元　遥菜 山中　麻緒 井上　恵里 森田　彩夏
山中　修二
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※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→15-17女→13-14女→11－12男→11－12女→9－10男→9－10女→7－8男女

PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会中国・四国予選 3月４日(土)東広島カントリークラブ

13

1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19


