
※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
ｳｽｲ ｶｽﾐ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐﾚｲ ｵｶﾉ ﾁﾅﾂ ｳｻﾞﾜ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ イシタニ タツキ

薄井　香澄 緑川　瑞玲 岡野　千夏 鵜澤　幸輝 齊藤　俊輔 石谷　竜月希

緑川　裕美子

ｺｵﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ ｷﾑﾗ ｱﾕ ナカガワ タクミ ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ ﾕｷﾞ ｼｮｳｺﾞ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ

郡山　瞳 高橋　夏奈 木村　朱夢 中川　拓海 藤澤　諒 柚木　将吾 倉林　太聖

ｺｸﾞﾚ ﾋﾛﾐ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅｺ ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ﾌｶｵ ｹﾝﾀ ﾄﾘｳﾐ ｿｳﾀ ﾄﾑﾗ ﾀｸﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ

小暮　広海 石澤　梨音 稲垣　那奈子 鈴木　桂花 深尾　健太 鳥海　颯汰 戸村　拓郎 中村　凜

稲垣　宣子 鳥海　和美
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾘﾉ ｲﾜｲ ｱｷｴ ｿｳﾄﾒ ｼﾋﾅ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｸﾔ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｲｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ

遠藤　まりの 岩井　明愛 五月女　栞雛 大須賀　望 宮里　拓弥 杉原　大河 小林　龍生 五十嵐　瑠亜

宮里　剛 小林　好郎

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘｶ ｺｳﾉ　ｱﾝﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾗ ﾂﾁﾔ ｱﾕ ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ ｽｷﾞﾀ ﾘｭｳｴｲ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ ｳｴｷ ｼｮｳﾀ

中村　珠莉香 河野　杏奈 山田　紗楽 土屋　あゆ 黒澤　光 杉田　龍英 富永　龍輝 植木　祥多

中村　正一 河野　修一 富永　静香 植木　貴之

ｲﾜｲ ﾁｻﾄ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ ﾀｶｷﾞ　ﾐﾕ ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ オオサワ　ユウ ﾄﾏﾂ ﾋﾄｼ ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ

岩井　千怜 新藤　励 吉田　優利 髙木　美佑 中島　啓太 大澤　優 戸松　仁 渋谷　晃太郎

新藤　英彦 吉田　亜紀子

ｽｷﾞｳﾗ　ｱｲﾘ ﾅｶﾞｸﾗ ｶﾅ ｲﾏｲ ﾊﾉﾝ ｲｼﾀﾆ ﾏｵ ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳ ｾｷ ﾚｵﾄ

杉浦　愛梨 長倉　加奈 今井　葉音 石谷　舞桜 豊田　真太郎 寺島　諒 関　玲音

長倉　規悦 今井恵子・今井大洋

ｻﾄｳ ｱﾆｶ ｱｿ ﾎﾅﾂ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ ｱｷﾊﾞ ﾚｲﾅ ﾊﾗﾀ ﾘｭｳｾｲ ｺﾔ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ

佐藤　有仁加 阿曽　帆夏 高田　菜桜 秋葉　怜奈 原田　竜成 小屋　将一朗 長谷　政真

秋葉　勝義 長谷　邦広

ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ ｱｶﾎﾘ ﾏﾐ ｻｸﾗｲ　ﾘｵ ｶｼﾜﾏﾀ ﾕｳ ｺｳｺﾞ ﾀｲｶﾞ ｺﾑﾛ ｹｲﾝ ｳｽｲ ﾕｳﾏ

山本　渚月 三浦　琴未 赤堀　まみ 櫻井　梨央 柏俣　結生 向後　太賀 小室　敬偉 薄井　悠真

山本　正樹 佐々木　政行 向後　敏彦 小室　勝則

ｲﾁﾑﾗ ｱﾝ ｽｽﾞｷ ﾕﾒ ﾋﾀﾞｶ ﾓﾓｶ ｻﾄｳ ﾐﾕ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ﾊﾙﾀ ﾀｲｼﾝ ｽｶﾞﾉ ﾖｼｷ ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

市村　杏 鈴木　優芽 日高　桃樺 佐藤　心結 亥飼　台 春田　大心 菅野　義稀 町田　竜成

市村　茜 鈴木　純一 菅野　貞

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ ｺｼﾀﾞ ﾔｽﾊ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ｺｸﾞﾚ ﾁﾋﾛ ｷﾀｿﾞｴ　ｶｲﾄ ｵｵﾉ ｺｳ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ

二宮　佳凜 越田　泰羽 榎本　杏果 小暮　千広 北添　海翔 大野　倖 松岡　悠馬 川畑　京太郎

北添　俊之 松岡　一嘉

ﾊﾅﾀﾞ　ｶﾘﾝ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ ﾖｺﾔﾏ ﾄｱ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ ﾁﾊﾞ ﾘｮｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｲｶﾞ

花田　華梨 吉田　鈴 横山　翔亜 横山　珠々奈 鈴木　隆太 小林　拳史郎 千葉　涼晴 小林　大河

ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾀｲｶﾞ ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｻｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾅ ﾂｶﾀﾞ ｺﾄﾈ ｲｲﾀﾞ ｱｶﾈ
ゴヴォロヴスキー大河 井出　太陽 平山　幸作 小林　照菜 塚田　こと音 飯田　茜

ゴヴォロヴスキー　セルヒー 小林　昭仁

ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ ｶﾀｵｶ ｹﾝ ﾅﾘﾀ ﾙﾅ ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳ ｲﾏ ﾋﾅﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾖｶ

平野　誠一 相原　涼汰 田邊　武士 片岡　謙 成田　月奈 倉林　紅 井馬　ひなた 渡辺　そ代加

相原　義昌 井馬　哲也 渡辺　和枝

ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ﾓﾄ ﾀｲｼ ｲｹ　ﾕｳﾔ ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ ﾁｬｷ ｼｵ ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ ｸﾘﾀ　ﾚﾅ ｵｵﾂｶ ﾕｷﾉ

小松　潤 本　大志 池　由哉 大久保　海 茶木　詩央 小俣　柚葉 栗田　怜奈 大塚　由姫乃

本　徳吉 栗田　隆秀

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｽﾐｳﾁ ﾏｻﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ ｳｴﾀﾞ ﾐｸ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ｲﾄｳ ﾆｶ

吉沢　己咲 工藤　颯太 佐藤　快斗 隅内　雅人 渡辺　世奈 上田　澪空 岡島　彩乃 伊藤　二花

吉沢　敦 隅内　洋明 上田　啓二郎 岡島　猛

ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｲﾜｲ ｺｳﾀ ﾎｿﾔ ﾓﾄｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ﾅﾘﾀ ｴﾏ ﾊｶﾞ ｺｳﾐ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ

末広　大地 亥飼　陽 岩井　光太 細谷　幹 川畑　優菜 成田　瑛麻 芳賀　幸瞳 馬場　咲希

細谷　健

ｻｸﾗｲ ﾓｴ ｵｵﾊﾗ ﾈﾈ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ ｻｻｷ ｺｳｾｲ

櫻井　萌 大原　寧々 吉田　悠 佐々木　康成

櫻井　陽平 大原　崇史 吉田　淳二郎 佐々木　保男

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ ｼｵﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｲﾄ ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ

小林　みなみ 斎藤　碧夏 塩原　琉之介 橋詰　海斗 木暮　凌太

小林　武彦 斎藤　努 塩原　綾子 橋詰　明彦 木暮　三晴

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾘｽ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ｺﾀﾞﾏ　ｼｭｳ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｹﾊﾅ ｿｳﾀ

小林　イリス 遠藤　桂音 岸田　想來 児玉　志優 渋井　晃太郎 竹花　颯汰

小林　千春 遠藤　政人 岸田　正邦 児玉　貴士 渋井　真琴 竹花　勝正

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｼｭｱ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｲﾉｳｴ ｼｮｳｼﾞ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ

二宮　佳音 松原　柊亜 鈴木　能々子 山本　大勢 井上　笑慈 相浦　大輝

二宮　将之 松原　秀光 鈴木　偉嘉 山本　恵美 井上　広和 相浦　功治

ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ ｼﾏﾀﾞ ﾗｲﾄ ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

佐藤　彩葉 佐藤　陽花 渡部　琴 島田　楽生人 石口　寛樹

佐藤　克哉 佐藤　陽 渡部　俊之 安井　敏幸 石口　泰生

ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ﾈﾀﾞ ｳﾉ ｾｲﾄｳ ﾊﾙ ｶﾀﾉ ｶﾝｲﾁﾛｳ ｲﾏﾔ ﾏｻﾀｶ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ

荻原　すいみ 根田　うの 清藤　羽琉 片野　貫一朗 今屋　大雄 大久保　友貴

荻原　康裕 根田　美貴 清藤　貴行 片野　信介 今屋　朝子 大久保　麗奈

2 7:09 2

PGM世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　東日本決勝大会　2日目4月23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。　.

※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女→13－14女→11－12男→9－10女→7－8女 15-17男→13－14男→11－12女→9－10男→7－8男

OUT IN

1 7:00 1

3 7:18 3

4 7:27 4

5 7:36 5

6 7:45 6

7 7:54 7

8 8:03 8

9 8:12 9

10 8:21 10

11 8:30 11

12 8:39 12

13 8:48 13

14 8:57 14

15 9:06 15

16 9:15 16

17 9:24 17

18 9:33 18

19 9:42 19

20 9:51 20

※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。

23 10:18 23

21 10:00 21

22 10:09 22


