
※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
ｸﾗﾓﾁ ｶｹﾙ ｳｻﾞﾜ ｺｳｷ ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁﾛｳｻﾄｳ ｲｯｺｳ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ﾊﾝﾀﾞ ﾏｱﾔ ﾔﾏﾑﾛ ﾕｲ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｱﾝ

倉持　翔 鵜澤　幸輝 井上　裕一郎 佐藤　壱洸 新藤　励 半田　真彩 山室　結衣 石澤　梨杏
佐藤　洋子 新藤　英彦

ﾓﾘ ﾀﾂﾔ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ｵｸﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾕ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾝｽﾞ

森　竜也 宮林　雄規 奥山　大地 小林　龍生 田中　美佑 石澤　梨音 藤森　未夕 山崎　杏
森　也寸志 石澤　英輝
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｷ ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ ｶﾐﾔ ﾐｵ ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ ｵﾅｶﾞ ｻﾔ
富永　龍輝 齊藤　俊輔 水野　陽稀 荒井　竜也 高橋　夏奈 神谷　美緒 鈴木　愛佳子 翁長　咲弥

荒井　洋子
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ イシタニ タツキ ﾐｽ ﾀｲｶﾞ ﾌｶｵ ｹﾝﾀ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｷ ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞｶ ｳｻﾐ ｻﾔｶ
小林　響 石谷　竜月希 三須　大雅 深尾　健太 武田　真幸 鈴木　桂花 西村　涼花 宇佐美　彩華

ｺｳﾂﾞ ｴｲｷ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾅｷﾞ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾀｸﾐ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｶ ﾂﾁﾔ ｱﾕ ｺｸﾞﾚ ﾋﾛﾐ
神津　栄輝 小野寺　悠 原田　凪 中川　拓海 望月　秀香 土屋　あゆ 小暮　広海

小野寺　智
イノウエ　カズマ ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾙｷ ﾓﾘｻｷ ｺｳｾｲ ｲｼｲ ｻﾗ サノ　カエデ ｱｶﾎﾘ ﾏﾐ
井上　和馬 芳崎　陽紀 森崎　功成 石井　咲来 佐野　楓 赤堀　まみ

佐野　信弘

ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ ｶｷﾓﾄ ｺｳﾀ ﾎﾝﾏ ﾁﾅﾂ ｺｸﾞﾚ ﾁﾋﾛ ｻﾄｳ ｱﾝﾘ ｻﾄｳ ﾕｳﾅ
亥飼　台 中島　爽 中村　大聖 柿本　虹汰 本間　千夏 小暮　千広 佐藤　杏莉 佐藤　優妃

中島　恵美子 佐藤　知奈津
ﾀｹﾊﾗ ｹｲｺﾞ ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀ ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾄ ﾎﾝﾏ ﾐｶ ｷﾂｶﾜ ｱﾔ ｻﾄｳ ﾐﾕ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｺ
竹原　佳吾 藤井　優音 西村　憲大 篠原　雷登 本間　海香 橘川　亜矢 佐藤　心結 松本　凜子

藤井　久英 本間　清司
ｺｳｺﾞ ﾀｲｶ ｽｶﾞﾉ ﾖｼｷ ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾝ ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ ｲﾏｲ ﾊﾉﾝ ﾆｼﾓﾄ ﾏﾅﾐ ｱｻﾉ ｻｷ
向後　太賀 菅野　義稀 田中　健心 川畑　京太郎 今井　葉音 西本　真瞳 浅野　咲希

菅野　貞
ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｾｲ ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾞﾝ ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ ｸｽﾉｷ ﾀﾞｲｼｭﾝ ｲｼﾀﾆ ﾏｵ ｸﾗﾀ ﾃﾝﾉ ﾂﾀﾞ ｺﾄﾈ ｺﾞｶ ﾐﾕｳ
千葉　涼晴 水上　仁 紺野　秀倖 楠　大峻 石谷　舞桜 倉田　天乃 津田　舞音 伍賀　美優

紺野　勝浩 伍賀 一統
ｼﾏｵｶ ﾏｻﾄ ｱｶﾂｶ ﾏｻｼｹﾞ ｵｵﾉ ｺｳ ｵｼﾞﾏ ﾖｼﾄ ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾅ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ ｺｳﾂﾞ ｴﾐ
島岡　聖 赤塚　将成 大野　倖 小島　圭翔 長倉　加奈 榎本　杏果 吉田　鈴 神津　笑美

小島　和嘉
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ ｺｳ ｼｮｳｽｹ ﾅｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ ﾋｶﾞ ｶｲﾄ ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ ﾖﾈｸﾗ ｻﾂｷ ﾋﾙﾏ ｺｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
小林　拳史郎 康　翔亮 長谷　政真 比嘉　海人 大久保　海 米倉　颯希 比留間　康介 山田　大輝

大久保　政彦 山田　正壽
ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ ﾏｷ ｿﾖｶ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ﾐﾈﾔﾏ ｱﾓﾝ ｶｷｻﾞﾜ ﾀｸﾏ ﾎｿﾔ ﾓﾄｷ ｶﾀｵｶ ｹﾝ
鈴木　菜々美 手塚　彩馨 真木　そよ香 岡島　彩乃 峯山　亜門 柿澤　琢真 細谷　幹 片岡　謙

手塚　美佐子 岡島　猛 峯山　秀樹 細谷　健
ｲﾉｳｴ ｷｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ﾅﾘﾀ ﾙﾅ ｲﾜﾔ ｻｸﾗ ﾏﾂﾔ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｻｸ ｷﾀﾑﾗ ﾀｽｸ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ
井上　葵姫 川畑　優菜 成田　月奈 岩谷　咲来 松谷　崇嗣 平山　幸作 北村　祐 長谷川　瞬
井上　輝 岩谷　洋介 松谷　和則 平山　敬裕
ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ ｲﾁｲ ｶﾉ ﾅﾘﾀ ｴﾏ ｾﾀﾆ ﾏﾅｶ ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ﾀﾅｶ ﾊﾙ
小俣　柚葉 市井　香乃 成田　瑛麻 瀬谷　愛佳 黒田　幸太郎 小松　潤 佐藤　貴裕 田中　天晴
小俣　裕次朗 成田　靖子 佐藤　豊和
ｲｼｶﾜ ﾅﾅ ﾀｹｲ ｱﾐ ﾓﾘﾓﾄ ｶｴﾃﾞ ｸﾗﾓﾁ  ﾅｷﾞ ﾘﾑ ﾌｧﾝｾ ｶﾜﾑﾗ ﾋｻﾁｶ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｾｷﾈ ﾘｭｳ
石川　菜々 竹井　愛珠 盛本　楓 倉持　凪 林　煌世 川村　尚史 亥飼　陽 関根　龍

盛本　貴久 倉持　武司 川村　香織
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ ﾖｺﾔﾏ ｻｸﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾅ ﾌﾙﾔ ﾕｳｶ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ ﾀｹｲ ﾅｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ
渡辺　世奈 横山　さくら 小林　照菜 古谷　優花 遠藤　桂音 竹井　菜桜 渡邊　美桜

小林　昭仁 古谷　雄知 遠藤　政人 竹井　英一朗 渡邊　和香
ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｸ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ
田口　青空 吉田　悠 石川　太郎 岸田　想來 小林　みなみ 鈴木　能々子
田口　裕之 吉田　淳二郎 石川　浩 岸田　正邦 小林　繁光 後藤　裕美子
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ ﾄﾐｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ｶｷﾓﾄ ｱﾔｶ ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾗ
髙橋　省吾 谷部　真ノ介 齋藤　裕 富澤　晴華 柿本　彩花 長澤　愛羅
髙橋　清美 谷部　敬一 齋藤　正彦 富澤　和晋 柿本　淳 長澤　明日香
ﾅｶﾔﾏ ﾂﾖｼ ｵｵｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｷ ｺﾉﾐ ﾊﾔｼ ｱｷﾐ ｵﾊﾞﾗ ﾕﾘｱ
仲山　剛 大隅　龍之介 相浦　大輝 松木　このみ 林　愛輝美 小原　夕莉彩
仲山　功 大隅　雅仁 相浦　功治 松木　秀雄 林　一成 小原　正寛
ﾅｶﾀ ｲﾌﾞｷ ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾔ ﾀｹﾊﾅ ｿｳﾀ ｵﾏﾀ ﾕﾘﾅ ｱｶﾎﾘ ﾏﾕ
中田　一颯 西本　悠冶 竹花　颯汰 小俣　百合菜 赤堀　まゆ
中田　哲夫 竹花　勝正 小俣　正子 赤堀　富男
ﾌｼﾞｻﾜ ﾑｻｼ ｶﾐﾅｶﾞ ﾅｵｷ ｶﾜﾑﾗ ﾖｳﾉｽｹ ｻﾉ ｺﾊﾙ ｾｲﾄｳ ﾊﾙ ｻﾄｳ ｲﾛﾊ
藤沢　武蔵 神永　直輝 川村　鷹之将 佐野　心春 清藤　羽琉 佐藤　彩葉
藤沢　和則 神永　輝明 川村　英司 佐野　正典 清藤　貴行 佐藤　克哉
ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾖｼ ｲﾏﾔ ﾏｻﾀｶ ﾄﾑﾗ ｿｳﾀ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁｴﾘ ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ ｽｽﾞｷ ﾒｲ
大窪　和慶 今屋　大雄 戸村　空汰 川畑　智恵理 渡部　琴 鈴木　めい
大窪　拓未 今屋　朝子 戸村　裕子 川畑　英花 渡部　俊之 鈴木　和成
ﾅﾘﾏﾂ ｼｭﾝ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ ﾅﾘｲ ｿｳﾔ
成松　峻 大久保　友貴 成井　颯哉
成松　純子 大久保　麗奈 成井　将司

３月２９日１６時現在

1 7:16 1

2 7:24 2

3 7:32 3

4 7:40 4

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　4月3日（月）ﾑｰﾝﾚｲｸｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ　茂原ｺｰｽ

15-17男→13-14男→11-12女→9-10男→7-8男 15-17女→13-14女→11-12男→9-10女→7－8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。　.
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13 8:52 13

14 9:00 14

15 9:08 15

16 9:16 16
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