
※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。　.

※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。（カート乗車可能は5名です）

※黄色く色が塗りつぶされている組は現在カート運転手が不在となっております。ご協力をお願い致します。

組 組

ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ ｺﾐﾔ ﾁﾂﾞﾙ ｳﾂﾞｷ ｱｺ ｵｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ ｵｵﾊｼ ｼｮｳｺﾞ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ
山下　アミ 小宮　千鶴 卯月　愛湖 岡橋　虎之介 大橋　翔悟 前田　悠翔

小宮　勝時 岡橋　秀行 大橋　美由希 前田　達輝
ﾏﾙﾔﾏ ｱｲ ｻｲﾑﾗ ﾐｸ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ ｲﾁｵｶ ｺｳｾｲ ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ ｲｴｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
丸山　愛 崎村　美紅 山本　唯依 市岡　洸聖 熊澤　渉真 家崎　日向

山本　剛 市岡　美穂 熊澤　浩
ｵﾉ ｱｲﾐ ｲﾅﾊﾞ ﾁﾉ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾅ ﾆｼﾓﾄ ｾﾅﾝ ﾊﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

尾野　愛実 稲葉　千乃 柳澤　美那 西本　星南 波部　俊一朗 石垣　龍之介
尾野　博 西本　和義 井上　亘 石垣　智清
ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾗﾘ ﾔｽｲ ｱｲ ﾖｺﾞ ﾕｲﾅ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｵｲ ﾌｸﾊﾗ ﾕｳ ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾀ
藤原　煌 安井　愛 與語　優奈 藤原　遼生 福原　夢羽 藤澤　聖太

與語　一樹 藤原　徹 福原　順次 藤澤　陽一
ｻｶｲ ｶﾘﾝ ｽﾐｴ ｱｲﾘ ﾏｴﾀﾞ ﾚｲﾅ ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ ｷﾀｳﾗ ﾀｲｷ ｶﾐﾑﾗ ﾔﾏﾄ
酒井　夏鈴 角江　愛梨 前田　羚菜 阿部　羽流斗 北浦　大暉 上村　大和
酒井　雅貴 筒井　昌志 北浦　健 上村　浩章
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ ﾅｶｼﾏ ﾅﾅﾐ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ｽﾐｴ ﾘｸﾄ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ ｿﾔﾏ ｹﾝｼﾛｳ
山本　紗矢 中島　七海 岡島　彩乃 角江　陸翔 出口　倫太郎 曽山　堅士朗
山本　洋介 角江　知之 出口　倫 曽山　正行
ﾐﾅﾄｸﾞﾁ ｱﾕ ﾎﾘｶﾜ ﾊﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾏｲ ｱｶﾏﾂ ｾｲｼﾝ ｺｳｻｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
湊口　愛友 堀川　雪花 丸山　舞 赤松　成眞 高坂　信一郎 藤田　悠太郎
湊口　英明 赤松　弘法 髙坂　一成 藤田　智義
ｲﾄｳ ﾘｺ ﾏﾂﾓﾄ ｼｽﾞ ｻｶｼﾀ ｲｻｷ ｷﾀﾉ ｱﾂﾄ ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ
伊藤　浬子 松本　静 坂下　一咲 北野　貴斗 後藤　颯人 児玉　志優

松本　明 北野　美和 後藤　貴博 児玉　貴士
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷﾅ ﾅｶﾆｼ ｲﾛﾊ ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾅ ｻｶﾞﾗ ｺｳｷ ｵｵﾆｼ ｼｮｳｶ ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ
川端　雪菜 中西　彩晴 山本　瑠奈 相楽　洸希 大西　翔駈 黒田　匠翔

相楽　恭宏 大西　朗稔 黒田　貴之
ｼﾓﾀﾞ ｻﾕｷ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘｶ ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾝｼﾞｭ ｲﾜﾓﾄ ﾋﾅﾀ
下田　沙幸 神谷　桃歌 横山　百合香 藤沢　杏樹 岩本　日向

神谷　典良 藤沢　和則 岩本　憲之
ｷﾉｼﾀ ﾐｳ ｳｻﾐ ﾕｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ ｲﾜｻｷ ｱｶﾈ ﾏﾂﾀﾞ ｼｽﾞｸ
木ノ下　美宇 宇佐美　優 中川　由菜 岩崎　茜音 松田　雫
木ノ下　昇司 岩崎　智也 松田　光司

ｳｴﾀﾞ ﾐｳ ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｶ ﾅｶﾞﾀ ｱｲﾘ
上田　美羽 日比野　邑香 永田　愛梨
上田　啓介 日比野　美穂 永田　拓也

ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ ﾆﾜ ｻｸﾗ ﾏﾙﾔﾏ ｶﾚﾝ ﾓﾄﾉ ﾏｵ
上田　涼真 加藤　金次郎 丹羽　櫻 丸山　夏蓮 元野　眞緒
上田　将之 加藤　景三 丹羽　正樹 丸山　匠 元野　武
ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ ｻｯｶ ﾄｳﾏ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾚｵ ｱｶｲ ｼﾂﾞｷ ｷﾊﾞ ｻｴﾉ ｶﾅﾔ ｲﾂｷ
石田　剛士 作家　叶真 高柳　怜生 閼伽井　雫月 木場　冴乃 金谷　一希
石田　雅嗣 作家　英嗣 高柳　孝吉 閼伽井　裕三 木場　伸一 金谷　圭一
ﾎｼﾉ ｺｳｷ ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ ｲﾄｳ ﾏｲﾗ ｺｸﾞﾚ ｻﾅ
星野　煌貴 中山　智晴 石口　寛樹 松本　來海 伊藤　舞良 小暮　沙奈

星野　麻衣子 中山　武信 西川　智也 松本　尚大 伊藤　建也 小暮　慎一

ｷﾖﾓﾄ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾓﾘ ﾊﾙｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ ｶﾝﾍﾞ ﾒｲ ﾀﾅｶ ﾋｶﾘ ｶﾜｻｷ ﾆｺ
清本　貴秀 森　春喜 中川　陽向 神部　芽依 田中　光 川崎　笑瑚

清本　宗健 森　和彦 中川　万植 神部　雅弘 田中　玄明 川崎　友二

ﾃﾗﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾀﾂﾔﾏ ﾘｮｳ ｳｴﾀ ﾐﾁﾅﾘ ﾆｼﾓﾄ ｾﾗﾝ ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ
寺田　泰賀 龍山　稜 植田　三千慈 西本　世蘭 長岡　優稀 清水　遼奈

寺田　忠彦 龍山　真 植田　正一郎 西本　久子 長岡　賢一 清水　義和

ｺﾞﾄｳ ｱｲ ｴｻｶ ﾐｵ ｽﾄﾞｳ ｻﾜ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ ﾀｹｲﾁ ﾓﾓｶ ﾖｺﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
後藤　あい 江坂　実桜 須藤　爽 須藤　みかな 武市　桃香 横山　椿咲

後藤　一浩 江坂　健二 須藤　浩一 わたなべ 武市　兼輔 横山　千春

ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｺ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ﾏﾂｵｶ ｱﾝｼﾞｭ ﾅｶｺｳｼﾞ ｱﾔﾉ ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ
池上　桃子 岩永　杏奈 荻原　すいみ 松岡　杏樹 中小路　綾乃 小宮　千愛

池上　章 岩永　亜紀 荻原　康裕 松岡　恭飛光 中小路　正洋 小宮　あいか

ｻｸﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ ｻｯｶ ﾗｲｵ ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｾｲ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ｽﾄｳ ﾐﾛｸ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ
櫻井　煌大 作家　来旺 亀田　悠生 飯田　柚月 須藤　みろく 岩永　梨花

櫻井　宏典 作家　直美 亀田　学 飯田　大介 須藤　憲一 岩永　憲浩

ﾀﾅｶ ｷﾗ ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲﾔ ﾎｼﾉ ﾀｲｷ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｵ ｺｼﾐｽﾞ ｴﾘｶ ｶｲｶﾞﾜ ﾕｳﾘ
田中　希來 林田　聖也 星野　泰輝 長峰　美桜 越水　愛理花 粥川　優莉

田中　晃子 林田　信男 星野　和宏 長峰　雅尚 越水　隆行 粥川　隆弘

ｾｷ ｲﾌﾞｷ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ ｽﾄｳ ｲﾂｷ ｲﾅﾑﾗ ｶｸﾞﾔ ﾀｹﾀﾞ ｷｻｷ ｱｺｳ ﾐﾗｲ
関　夢生 高橋　海斗 須藤　樹 稲村　かぐや 武田　貴妃 赤穂　未来

関　和貴 高橋　篤史 須藤　将行 中村　光城 武田　英将 赤穂　勇介

ｽﾄﾞｳ ﾊﾝﾄ ﾐﾔﾉ ｱﾙﾄ ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ｶﾌﾞﾗｷ ﾘｵ

須藤　はんと 宮野　歩大 田中　優成 佐々木　花虹 大栗　愛珠 蕪木　梨央

須藤　典久 宮野　 今宮　一彦 安藤　大祐 大栗　由夏 蕪木　有紀
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ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　東海・関西予選大会　
３月１２日（日）亀山ゴルフクラブ　
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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。　.

※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。（カート乗車可能は5名です）※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。（カート乗車可能は5名です）

※黄色く色が塗りつぶされている組は現在カート運転手が不在となっております。ご協力をお願い致します。

※★印はカート運転手をしていただくボランティアスタッフの方です。

組 組
ｵｲｶﾜ ﾘｺ ｶﾝｼﾞｬ ｻﾔｶ ﾔﾏﾍﾞ ﾘﾅ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ ｻﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ ﾓﾘｻｷ ｺｳｾｲ
及川　莉瑚 神社　佐也加 山邊　里奈 長谷川　茉衣 沢田　新 鈴木　千貴 森崎　功成

山邊　裕美 沢田　利幸
ﾅｶﾑﾗ ｶﾉ ｶﾐﾔ ﾐｵ ﾊﾔｼ ﾋﾅﾉ ｲﾄｳ ﾊﾅ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ ｻﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ
仲村　果乃 神谷　美緒 林　陽菜乃 伊藤　花 岩崎　裕斗 澤田　響 橋本　拓真
仲村　英治 澤田　拓也
ﾑﾗｼﾀ ﾋﾅ ｵｵﾑﾗ ﾓﾓﾊ ｺﾝﾉ ﾘｵ ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾘ ﾌｸﾀ ｺｳｼ
村下　妃成 大村　桃葉 今野　りお 新井　隆一 柴田　大斉 高橋　海理 福田　孔子

今野　泰孝 新井　恵子
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾘ ｻﾉ ﾏﾄﾞﾘ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ ｱﾗｵ ﾄﾓﾋﾛ ﾄﾖﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ﾀﾅｶ ｼｮｳ ｳｼﾂｶ ｶｲﾄ
大林　奈央 遠藤　夢里 佐野　円梨 雪野　若葉 荒尾　智浩 豊田　哲平 田中　翔 牛塚　海斗

遠藤　基和 荒尾　美香

ﾐﾅﾓﾄ ｱｲﾘ ﾃﾗﾀﾞ ｸﾗﾝ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ﾃﾗﾓﾄ ﾊﾙﾅ ﾏｽﾀﾞ ｲﾂｷ ｼﾞｮｳﾉ ﾋﾛﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾐﾔﾊｼ ﾕｳｼｮｳ
源　愛梨 寺田　紅蘭 高木　美空 寺本　遥奈 増田　樹 城野　寛登 中澤　大樹 宮橋　祐匠

寺田　祥子 中澤　康樹
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ ｼｵｽﾞﾐ ﾊﾅｶ ｲｻｼﾞ ｺﾉ ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ ﾔﾏｳﾁ ｺｳｷ ﾆﾜ ｶｲﾄ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
山本　真生 塩澄　英香 伊佐治　瑚乃 木下　遥 山内　康暉 丹羽　海太 山内　一輝

ﾅｶﾉ ｷﾗﾗ ﾈﾓﾄ ﾘｺ ｵﾀﾞ ｼｵﾘ ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾂｷ ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｾｲ ﾋｼﾀﾞ ｹﾝﾄ
仲野　綺良々 根本　梨瑚 小田　栞 石井　大樹 山岸　咲槻 土肥　龍星 菱田　健斗
仲野　仁司 土肥 貴史
ﾖｼｶﾜ ﾐﾕ ｻｷﾑﾗ ﾘｵ ｾｷ ｿﾗﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾋﾄ ﾀｶﾊﾗ ﾀﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒﾄ ｳｻﾐ ﾄﾓｱｷ
吉川　美優 崎村　理央 関　天真 山崎　滉仁 高原　樹生 山田　夢人 宇佐美　友亮

ｵｵｽﾐ ｾﾅ ﾌｸﾀﾞ ｻﾔ ｻｶｲ ｱﾝﾅ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｲｶﾞ ﾋｶﾞｼﾉ ﾕｳｷ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀ ﾐﾔｹ ﾕｳｷ
大角　静奈 福田　紗耶 酒井　杏奈 杉原　大河 東野　雄樹 木ノ下　勇太 三宅　勇輝

福田　康文
ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ ﾍﾞｯｼｮ ｱﾆｶ ｽﾄﾞ ｻﾕﾘ ｲﾁｴ ﾕｳｷ ﾅｶﾞｵｶ ｺｳﾍｲ ﾂﾘｳﾗ ｲｸﾏ
細田　詩織 山下　莉奈 別所　あにか 簀戸　佐結理 一江　優希 長岡　航平 釣浦　郁真
細田　英宏
ﾓﾘﾀ ｻｷ ﾅｶﾞｻｶ ﾚﾅ ﾀﾅｶ ﾋﾅ ｱｵﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ ｳﾒﾀﾞ ﾕｳﾏ ｵｶ ﾄｳｺﾞ ｶﾄｳ ﾀｲﾁ
森田　早紀 長坂　怜奈 田中　陽菜 青山　緑 梅田　悠真 丘　尊伍 加藤　大智

田中　照久 加藤　真希子

ﾀﾈﾑﾗ ﾐｺﾄ ｶﾒｲ ｻｸﾗ ｾｷｸﾞﾁ ｴﾏ ﾅｶﾞﾀ ﾘｺ ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ ｲﾜﾂｷ ｺｳﾍｲ ｱｻﾀﾞ ｿﾗ ﾐﾂﾅﾘ　ﾘｮｳｼﾞ
種村　海琴 亀井　さくら 関口　絵万 長田　莉子 池田　優己 岩附　康平 麻田　蒼空 光成　良治

亀井　裕子 岩附　一人
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾅ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ ﾔﾏﾀﾞ ｺｺﾛ ﾋｶﾞｼﾉ ﾀｲﾖｳ ｳｴﾉ ﾊﾔﾄ ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｺｳﾉ ﾘｮｳｽｹ
打田　妃菜 藤原　侑奈 山本　菜央 山田　こころ 東野　大洋 上野　隼人 橋本　翔大 河野　涼介

ｵｵﾐﾔ ｶｺ ｶﾈｺ ﾏﾅｶ ｻｶｼﾀ ｲﾁｮｳ ｼｲﾅ ﾏｻﾄ ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ ｾｷﾓﾄ ﾘｭｳｼ ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ

大宮　佳子 金子　真果 坂下　一葉 椎名　将大 林　昇汰 関本　琉志 坂口　諒馬
坂下　

ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ ﾖｺﾔﾏ ｱｲｶ ｲｹｶﾞﾔ ﾙﾅ ｺﾆｼ ﾐｼｬ ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｼﾞ ｼﾓﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｽﾐｴ ﾕｳｷ ｲｼｶﾞｷ ｶﾝﾀ
川端　涼香 横山　愛華 池ヶ谷　瑠菜 小西　未紗 中川　怜次 下田　航大 角江　勇稀 石垣　敢大

横山　正容
ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ ﾄﾘｲ ｺｳﾀ ﾋｶﾞｼﾉ ｼｭｳﾏ ｵｵｼｵ ｱｷﾄ ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ ﾄﾘｲ ﾋﾛｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ
新井　龍紀 鳥居　洸太 東野　秀馬 大塩　暁斗 竹内　大悟 鳥居　大揮 丸山　泰輝

新井　恵子 鳥居　大介

ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｳｴﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｲｼｶﾞｷ ｼｭｳ ｷﾀﾞ ｾｲｺﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ ｱｲﾊﾗ ﾕｳﾄ ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ ｼﾊﾞｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ

上田　翔太 上山　稜太 石垣　珠侑 寄田　聖悟 藤原　直輝 相原　悠人 益田　航 柴崎　和弥

上山　和則 柴崎　孝夫

ｵﾓﾃ ﾖｼｷ ﾐﾅﾓﾄ ｹｲｽｹ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾌﾙﾊｼ ｶｽﾞｻﾈ ﾌﾙﾊｼ ｱｹﾏﾙ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳ ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ

表　佳稀 源　桂祐 藤原　裕次郎 古橋　加寿翔 古橋　旺慶丸 古川　惣一朗 上田　龍 熊澤　良真

表　政則 上田　純

ｵｵﾂｶ ﾕｳｾｲ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾏ ｼﾗﾉ ﾕｽﾞｷ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ｶｽﾔ ﾋﾄｷ ｿﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ ｶﾜｻｷ ﾋﾅﾀ ﾕﾊﾗ ﾋｶﾙ
大塚　悠生 黒田　裕稀 白野　柚稀 平松　孝太郎 糟谷　仁希 曽山　正太郎 川﨑　日向汰 湯原　光

湯原　健

ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ ﾀﾞｲｶｲ ﾘｮｳｽｹ ﾆﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｺﾞ ｶﾜｶﾐ ｹｲﾔ
広山　功喜 小松　大洋 大海　諒介 丹羽　悠太 森下　響 兒玉　悠悟 川上　慶也

大海　順子

ﾅｶﾞﾔ ﾘｭｳﾄ ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｶﾜ ﾄﾑ ﾓﾄﾖｼ ｼｮｳ ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ ｶﾈｺ ｺｳｶﾞ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾝﾘｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋｻ

長屋　琉斗 稲垣　早弥人 山川　斗夢 本吉　翔 坂本　迅 金子　幸雅 中川　万龍 髙橋　幸久

長屋　貴之 坂本　文二郎

ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾀ ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾔ ﾌｸﾊﾗ ﾄﾑ ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾄ ｻｶﾞﾗ ﾘｮｳﾀ ｻｸﾗｲ ﾀｲｼｮｳ ﾏﾀﾖｼ ﾀｶﾏﾙ

中川　瑛太 大谷　翼 松井　諒哉 福原　渡夢 難波　大翔 相楽　亮太 櫻井　成翔 又吉　鷹丸

大谷　秀人 相楽　妙子

ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾞﾝﾀ ｻｷﾑﾗ ﾚﾝ ｶﾜﾊﾗ ｻｸﾀﾛｳ

井出　太陽 山本　紋大 崎村　廉 川原　朔太郎
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9 ８：５２ 10

９：０９ 12

10 ９：００ 11
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8 ８：３６

8 ８：４４ 9

3 ７：４６ 3

2 ７：３８ 2

8

ＰＧＭ　世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　東海・関西予選大会　
３月１２日（日）亀山ゴルフクラブ　

15－17女→13－14女→11－12男

西　OUT

★ボランティア　近藤　浩一

★ボランティア　竹内　義信

★ボランティア　江崎　尤次郎

★ボランティア　溝口　隆雄

★ボランティア　倉田　高雄

★ボランティア　川原　一晃

★ボランティア　中村　容三

7 ８：２８ 7

6 ８：２０
★ボランティア　安井　皓一

11

★ボランティア　角谷峰代

5 ８：１２ 5

4 ８：０４ 4

15－17男→13－14男

西　IN

1 ７：３０ 1


