
※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 組
ｵｵﾔｹ ﾏｻｷ ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ ｴｶﾞﾜ ｺﾄﾐ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂｷ ｳﾁﾀﾞ ﾕﾒﾉ

公受　将輝 岩崎　裕斗 鈴木　千貴 江川　琴実 高木　美空 谷口　美月 内田　夢乃

大見　治毅 江川　英樹 内田　巖

ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ ｾﾐｶﾜ ﾀｲｶﾞ ｻﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ ｻﾉ ﾏﾄﾞﾘ ﾀｶﾀﾆ ﾘｵ ｵｵﾑﾗ ﾓﾓﾊ ｺｼﾞﾏ ﾕｷﾐ

新井　隆一 蝉川　泰果 沢田　新 佐野　円梨 高谷　理央 大村　桃葉 小嶋　裕希美

新井　恵子 大村　宗志

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾝ ﾕｷﾉ ﾜｶﾊﾞ ｺｲﾃﾞ ｷｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ｼﾗｶﾜ ﾎﾉｶ

中澤　大樹 山内　一輝 坂本　優心 雪野　若葉 小出　響 中村　優海 白川　ほのか

雪野　真琴 山本　直樹

ｲﾁｴ ﾕｳｷ ｲｶﾞﾗｼ　ﾙｱ ｳｼﾂｶ ｶｲﾄ ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ｼｵｽﾞﾐ ﾊﾅｶ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ ｵﾉｻﾄ ﾘｱ ﾔﾏﾍﾞ ﾘﾅ

一江　優希 五十嵐　瑠亜 牛塚　海斗 細川　淳矢 塩澄　英香 山本　彩乃 小野里　リア 山邊　里奈

牛塚　賢治 山本　雅文 小野里　富夫

ｳｷﾀ　ﾂﾊﾞｻ ﾂﾘｳﾗ ｲｸﾏ ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾑﾗ ｶﾉ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｶ ｵｵﾆｼ ﾅｵ ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾅｵ

宇喜多　飛翔 釣浦　郁真 坂本　卓観 杉原　大河 仲村　果乃 山本　唯加 大西　菜生 大林　奈央

仲村　英治

ｶﾜﾓﾄ　ﾘｷ ﾀﾆ ｶｽﾞﾔ ﾄﾞﾋ ﾘｭｳｾｲ ﾖﾈﾔﾏ ｹｲ ｲｹｶﾞﾔ ﾙﾅ ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ ｳﾒｽﾞ ﾏﾕﾐ

河本　力 谷　和也 土肥　龍星 米山　慶 池ヶ谷　瑠菜 川端　涼香 梅津　真優美

米山修作 川端　克一

ｵｵｲｼ ｱﾂﾔ ﾋｶﾞｼﾉ ﾕｳｷ ﾌｸﾀ ｺｳｼ ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ ﾀｶﾊﾗ ｶﾅ ｵｵﾐﾔ ｶｺ

大石　敦也 東野　雄樹 福田　孔子 森田　彩夏 高原　花奈 大宮　佳子

大石　修一郎 高原　貞樹

ｳﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀ ｺｳﾉ ﾘｮｳｽｹ ｻｸﾗｲ ｺﾞｳ ﾎｿﾀﾞ ｼｵﾘ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ ﾃﾗｵｶ ｻﾔｶ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ

内村　咲太 河野　涼介 櫻井　豪 細田　詩織 松永　七海 寺岡　沙弥香 藤原　侑奈

内村　彰 寺岡　純子

ﾏﾂﾀﾞ　ｾｲｼ ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳ ﾀｶﾐﾔ ﾁｻﾄ ﾔﾏﾅｶ ﾏｵ ﾀｹﾀﾞ ﾘｵ ﾅｶﾐﾁ ﾕｲ ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ

松田　正史 森下　響 高宮　千聖 山中　麻緒 竹田　麗央 中道　ゆい 山下　莉奈

高宮　邦泰 山中　修二

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾝﾘｭｳ ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾏ ｶﾜﾍﾞ ﾀｸﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾕ ｶﾒｶﾞﾜ ﾐｳ ﾐﾔｹ ｻﾗ ｲﾜｻｷ ﾎｼﾉ

中川　万龍 上山　捷馬 河邉　匠 山田　萌結 亀川　美羽 三宅　紗来 岩崎　星乃

河邉　尚道

ﾅﾜﾀ ﾘｮｳｲﾁ ｼｲﾅ ﾏｻﾄ ｼﾓｿﾞﾉ ｺｳﾀ ﾐﾂﾅﾘ　ﾘｮｳｼﾞ ｳﾁﾀﾞ ﾋﾅ ﾄｸﾔｽ ﾊﾅ ｶﾈｺ ﾏﾅｶ ｲﾈﾅｶﾞ ﾚﾐ

縄田　領一 椎名　将大 下園　航太 光成　良治 打田　妃菜 徳安　春奈 金子　真果 稲永　恋雅

椎名　剛

ﾄﾘｲ ﾋﾛｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾍｲ ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾝ ｳｴﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾞﾝﾀ ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ

鳥居　大揮 山本　悠平 坂本　迅 竹内　瑛信 上山　虎雅 山本　紋大 竹内　康晴

鳥居　大介 上山　圭威二 山本　大貴

ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ ｲｼｶﾞｷ ｶﾝﾀ ﾏﾀﾖｼ ﾀｶﾏﾙ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ｺｸﾎﾞ ﾋﾛﾄ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾏ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

池田　優己 石垣　敢大 又吉　鷹丸 古川　惣一朗 小窪　都斗 黒田　裕稀 吉田　京介

吉田　博史

ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ ﾎｶｿﾞﾉ ｶﾚﾝ ｲﾉｼﾀ ｱｲｶ ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ｲｼｶﾞｷ ｼｭｳ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ

前田　愛結 外園　華蓮 井ノ下　愛華 山下　アミ 林田　直也 石垣　珠侑 平松　孝太郎

井ノ下　正義 林田　智子

ﾔｽｲ ｱｲ ｲﾅﾊﾞ ﾁﾉ ﾔﾏｳﾁ ﾐｵ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸ ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ ﾊﾏﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ ﾏﾉｼﾛ ﾊﾔﾄ

安井　愛 稲葉　千乃 山内　美桜 岡島　彩乃 村松　陸 新井　龍紀 濵山　文飛 馬城　颯士

河野　博子 新井　隆洋

ﾓﾘ ﾕｲ ｽﾐｴ ｱｲﾘ ﾅｶｼﾏ ﾅﾅﾐ ﾓﾘﾀ ﾘｵ ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ ﾀｶﾀ　ｹｲｲﾁﾛｳ ｾﾗ ﾋﾛﾑ ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾔ

森　愉生 角江　愛梨 中島　七海 森田　莉央 広山　功喜 髙田　圭一郎 世良　博 松井　諒哉

森　昭博 松井　義和

ｻｶｼﾀ ｲｻｷ ｱﾗｷ ﾕｳﾅ ﾏﾂﾓﾄ ｼｽﾞ ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾛ ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ ｷｸﾀﾞ ﾋﾅ ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ

坂下　一咲 荒木　優奈 松本　静 中村　心 小宮　千愛 菊田　ひな 宮城　柚

坂下　有利 小宮　勝時 菊田　徹 宮城　ひとみ

ﾋﾀﾞﾘ ﾅﾅ ｱﾎﾞ ｺﾄﾐ ﾐｱｹ ｻｸﾗｺ ｺﾐﾔ ﾁﾂﾞﾙ ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ ｶﾝﾍﾞ ﾒｲ

左　奈々 安保　寿美 三明　桜子 小宮　千鶴 荒木　七海 須藤　みかな 神部　芽依

荒木　光 須藤　将行 神部　雅弘

ﾏﾙｵ ﾚｵ ｽﾐｴ ﾘｸﾄ ﾏﾂｲ ﾘｳﾗ ﾄﾖﾀﾞ　ﾋｶﾙ ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｶ ｺﾞﾔ ｺｺﾜ

丸尾　怜央 角江　陸翔 松井　琳空海 豊田ヒカル 日比野　邑香 呉屋　心和

丸尾　高範 角江　知之 峯森　久夫 豊田　新 日比野　美穂 呉屋　かなめ

ｶﾐﾑﾗ ﾔﾏﾄ ﾊｼﾓﾄ　ﾀｸｴｲ ｱｶﾏﾂ ｾｲｼﾝ ﾎｼﾉ ｺｳｷ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾚｵ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ｷﾖﾓﾄ ﾀｶﾋﾃﾞ

上村　大和 橋本　拓英 赤松　成眞 星野　煌貴 高柳　怜生 本田　大凱 清本　貴秀

上村　浩章 橋本　英紀 三野　猛 星野　和宏 高柳　孝吉 本田　大策 清本　宗健

ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ ｸﾛｷﾞ ｼﾝﾉｽｹ ｱｲﾂﾞ ｾｲﾉｽｹ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾀｵﾀﾞ ｻｸｱ ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ ｱﾅｲ ﾉﾌﾞﾅｵ ｺﾞﾔ ﾖｳｾｲ

児玉　志優 黒木　慎之介 會津　誠之輔 篠原　和樹 垰田　朔天 加藤　金次郎 穴井　伸直 呉屋　陽星

児玉　貴士 黒木　慎太郎 會津　栄一 篠原　聖 垰田　竜二 加藤　景三 穴井　伸彦 呉屋　琢磨

ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾘﾝ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ

龍本　奈月 荻原　すいみ 林田　万輪 岩永　杏奈

龍本　佳輝 荻原　康裕 林田　十士男 岩永　憲浩

3月29日　17時現在

PGM世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　西日本決勝大会　初日4月1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。　.

1 7:30 1

※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。）
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→7－8女

OUT IN

2 7:38 2

3 7:46 3

4 7:54 4

5 8:02 5

6 8:10 6

7 8:18 7

8 8:26 8

9 8:34 9

10 8:42 10

11 8:50 11

12 8:58 12

13 9:06 13

14 9:14 14

15 9:22 15

16 9:30 16

17 9:38 17

18 9:46 18

19 9:54 19

22 10:18 22

※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。

20 10:02 20

21 10:10 21


