
※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
ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ｱﾝﾋﾞﾙ ﾏｻｷ ﾜﾁ ｶｲﾄ ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾘｶｺ ｻｻｷ ﾜｶﾅ ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘｶ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ
阿部　修也 安蒜　真輝 和知　快斗 田村　将人 南澤　莉佳子 佐々木　稚梨 中村　珠莉香 長谷川　円香
阿部　好孝 南澤　一右
ﾎｳｾﾝ ｹﾞﾝｷ ｳﾂﾐ ｼｮｳﾀ ﾄﾏﾂ ﾋﾄｼ ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ ｳｽｲ ｶｽﾐ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｶ ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ
宝泉　研輝 内海　将太 戸松　仁 中島　啓太 大須賀　望 薄井　香澄 遠藤　未夏 工藤　未望
宝泉　博輝 西山　剛温
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ ﾏｶﾍﾞ ﾋﾃﾞﾐﾁ ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ｱｷﾊﾞ ﾚｲﾅ ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ ﾆｼﾑﾗ ﾌｳｶ
中村　凜 五十嵐　瑠亜 真壁　英路 工藤　大河 秋葉　怜奈 田中　櫻子 西村　楓香

秋葉　勝義 西村　聖
ﾜｶｱﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ ﾎｳｷﾀﾞ ﾊﾙﾀ ﾄﾖﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ ｺｾｷ ﾕﾉ ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾅ ｳﾂﾐ ﾘｺ
若有　宣彦 伯耆田　晴太 豊田　篤弘 倉林　太聖 小関　柚野 横田　一夏 内海　理子

小関　朋宏
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾋｶﾞｼ ｱﾗﾝ ｳｽｲ ﾕｳﾏ ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ ｱｿ ﾎﾅﾂ ﾊﾔｼ ﾏｲ ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ
鈴木　雄大 東　亜藍 薄井　悠真 三浦　琴未 阿曽　帆夏 林　真衣 二宮　佳凜
鈴木　恒夫 佐々木　政行
ﾊﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｷ ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｻｲ ｼﾝﾁ
原田　竜成 黒澤　大輝 豊田　真太郎 菊池　諒太郎 市村　翔太郎 崔　新知

市村　耕一

ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ ｻｻｷ ﾊﾙｷ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ
田中　樹 佐々木　遥希 小泉　良太 平山　航之 平野　誠一 佐藤　佑斗 中里　通

佐藤　満
ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾖｶ ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ
社本　桜子 渡辺　そ代加 中山　苺衣 藤原　裕次郎 井出　太陽 工藤　颯太 高橋　慶伍
社本　晃 渡辺　和枝
ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ ｱﾍﾞ ﾓｶ ﾊｶﾞ ｺｳﾐ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳ ｱﾍﾞ ﾋﾅ ﾆｼﾜｷ ﾏﾎ ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ
伊藤　ひより 阿部　百花 芳賀　幸瞳 倉林　紅 阿部　日南 西脇　真帆 二宮　佳音
伊藤　美和 芳賀　友弥 西脇　大介 二宮　将之
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｻｸﾗﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ ﾅﾒｶﾜ ｱｽｶ ﾅｶﾉ ﾏｺ ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ﾈｱｶﾞﾘ ﾘﾉ ｻｸﾗｲ ﾓｴ
山本　大勢 桜庭　禄碩 滑川　飛鳥 中野　舞子 神山　結和 根上　璃乃 櫻井　萌
山本　和範 桜庭　伸悦 滑川　正広 中野　康行 神山　雅樹 根上　哲夫 櫻井　陽平
ｲﾁｶﾜ ｼｭｳﾏ ﾊｶﾞ ﾕｳｼｮｳ ｻﾄｳ ﾐﾗｰ ｵｵﾊｼ ｹﾝﾄ ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｼﾞ ﾆｼﾜｷ ﾕｲ
市川　袖麻 芳賀　悠翔 佐藤　ミラー 大橋　賢斗 村上　太志 西脇　優衣
市川　昌隆 青山　義則 佐藤　久哉 大橋　幸司 村上　予志夫 西脇　由美子
ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｲﾄ ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾐﾁ
橋詰　海斗 平山　雅之 山本　咲道
橋詰　明彦 平山　貴之 山本　崇史
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★相原宏悦

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男 15-17女→13-14女→11-12男→9-10女→7-8男女

OUT IN

　4月4日（火）松島チサンカントリー倶楽部　松島コース
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