
※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
ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾙｷ ｵｶﾞﾜ ﾀﾏｷ ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓﾊ ﾏﾂｵｶ ﾊﾅ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ
芳崎　陽紀 小川　珠輝 伊澤　健人 吉田　萌々葉 松岡　華 松本　菜々子

伊澤　淳也 松本　健吾
ﾀｶﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾊﾔｼ ｶﾂﾞﾔ ﾀｹﾅｶ　ﾏｻｷ ﾉｻﾞｷ ｺｳｾｲ ﾌﾙﾔ ｼｮｳｶ ｲｼｲ ｻﾗ ﾎﾘｺｼ ｺｺｱ
寶田　一真 林　伽都也 竹中　雅貴 野崎　晃聖 古家　翔香 石井　咲来 堀越　心愛

林　由加里
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳ ｽｶﾞﾉ ﾖｼｷ ｵｶﾞﾜ ﾀﾂｷ ｽｽﾞｷ　ｹﾝﾄ ｷﾂﾔ　ｻﾔｶ ﾁﾀﾞ ﾓｴｶ ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾕｳ ｱｲﾊﾞ　ｱﾔﾅ
中村　竜 菅野　義稀 小川　竜輝 鈴木　健斗 吉津谷　彩香 千田　萌花 安西　美優 相場　彩那

菅野　貞
ｱｻﾀﾞ ﾀｯﾍﾟｲ ｼﾉﾊﾗ ｶﾌﾞﾄ ﾌﾙｻﾜ ﾘﾝ ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ｶﾀﾉ ｱｲﾐ ﾊﾔｼ ﾏｲ ﾔﾏﾉｸﾁ ｿﾗ ﾀｶﾉ ｱｲﾋ
浅田　竜平 篠原　株登 古澤　凛 小松　潤 片野　あいみ 林　真衣 山之口　空 高野　愛姫
浅田　昌幸 古澤　利雄
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾄ ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｽﾜ ｷｵｳ ﾋﾗﾉ　ｾｲｲﾁ ｶﾂﾏﾀ ﾚｲﾅ ﾀｹｲ ｱﾐ ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ
篠原　雷登 伊藤　大登 諏訪　貴皇 平野　誠一 勝亦　令奈 竹井　愛珠 飯田　夏葵 小笠原　萠

諏訪　貴則
ｺﾔﾏ ﾓﾓｶ ｱﾗｷ ﾕｲ ﾃﾙｷﾅ ｱｻﾋ ﾅﾒｶﾜ ｱｽｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ ﾋﾙﾏ ｺｳｽｹ

小山　萌々香 荒木　結衣 照喜名　朝昇 滑川　飛鳥 渡邊　駿 比留間　康介
小山　啓介 荒木　正史 照喜名　千加子 滑川　正広 渡邊　慎吾 比留間　一恵
ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ｵﾊﾞﾗ ﾕﾘｱ ｷﾔﾏ ﾘｵ ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ
岩永　杏奈 小原　夕莉彩 歸山　璃音 市村　翔太郎 上田　翔太 柴原　勇太 相浦　大輝
岩永　亜紀 小原　正寛 歸山　雄祐 市村　耕一 柴原　眞介 相浦　功治
ｵﾏﾀ ﾕﾘﾅ ｶﾜﾉ ﾐﾗｲ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾘ ﾏﾂﾔ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾖﾈｸﾗ ｻﾂｷ ｾｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
小俣　百合菜 河野　海来 西澤　美李 松谷　崇嗣 山口　桂一朗 米倉　颯希 関　純平
小俣　裕次朗 梶原　洪三郎 西澤　優一郎 松谷　和則 山口　修司
ｷｸﾁ ｶﾘﾅ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ｻﾜﾊﾀ ｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ｺﾀﾆ ｶｲﾄ ｵｵｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾗﾉｽｹ
菊地　かりな 吉﨑　マーナ 澤端　沙輝 渡邉　友介 小谷　海斗 大隅　龍之介 中川　虎ノ介
菊地　武 吉崎　俊朗 澤端　裕太 渡邉　貴裕 小谷　美佳
ﾊｶﾞ ﾒｸﾞﾅ ﾊﾔｼ ｱｷﾐ ﾄﾀﾞｶ ﾚｲﾅ ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ ｷﾔﾏ ﾐｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾘｰﾇｻﾔｶ

芳賀　恵夏 林　愛輝美 戸髙　玲奈 齋藤　陽佳 歸山　美音 渡部　セリーヌ清香

芳賀　眞実雄 林　えり子 戸髙　知子 齋藤　元志郎 渡部　和義
ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ｸﾎﾞﾀ ｻﾗ ﾅｶﾑﾗ ｽｲ ﾋﾗｵ ﾊﾙｶ ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ
高村　仁香 岸田　想來 窪田　沙羅 中村　翠衣 平尾　遥 吉田　沙羅
高村　正雄 岸田　正邦 窪田　大 平尾　亮太
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾗ ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ﾌｼﾞｼﾛ ﾅﾙﾐ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ ｼﾉﾊﾗ　ﾕｳﾊ
長澤　愛羅 佐藤　彩葉 福田　美来 藤代　成実 安西　歩美 小俣　柚葉 篠原　優葉
長澤　明日香 佐藤　克哉 福田　賢一
ｽﾄﾞｳ ﾊﾝﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾏｷ ｿﾖｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｶ ﾀｹｲ ﾅｵ ｲﾉｳｴ ｷｷ
須藤　はんと 吉田　隼翔 真木　そよ香 松本　夏華 竹井　菜桜 井上　葵姫
須藤　典久 吉田　一郎 松本　健吾 井上　輝
ｻｯｶ ﾗｲｵ ｵｴﾝ　ｺｰｳ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ
作家　来旺 翁　浩宇 渋井　晃太郎 橋本　壮大 渡邉　日向
作家　直美 翁　則輝 渋井　真琴 橋本　真生 渡邉　尚子
ﾓﾘ ﾅｵｷ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾅﾘｲ ｿｳﾔ ｼﾝ ｳｼﾞﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ
森　巨希 沖田　雫 成井　颯哉 辛　宇振 小林　麟太郎
小牧　雄一 沖田　真一 成井　将司 辛　雄范 小林　大介
ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ ｶﾐﾅｶﾞ ﾅｵｷ ﾀｶｳﾗ ｲﾌﾞｷ ﾄﾑﾗ ｿｳﾀ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
高橋　海斗 神永　直輝 高浦　維吹 戸村　空汰 上田　涼真 石垣　龍之介
高橋　篤史 神永　輝明 高浦　洋一 戸村　裕子 石垣　夏子
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲﾔ ﾀｶﾉ ｼﾞｮｳ ｲﾏﾔ ﾏｻﾀｶ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾁｬﾄﾞ ﾖﾀﾞ ﾕｳｾｲ
山崎　暖真 林田　聖也 高野　成生 今屋　大雄 宇田川　理茶度 依田　悠誠
山崎　雄一 林田　信男 高野　浩二 今屋　朝子 宇田川　清悟 依田　隆志
ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｼﾉﾊﾗ ｵｳｼ ﾐﾔﾉ ｱﾙﾄ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ
福田　翔太 篠原　桜司 宮野　歩大 大久保　友貴 村田　椋 吉田　悠
福田　健吾 篠原　健司 宮野　敏一 大久保　麗奈 村田　哲夫 吉田　淳二郎
ﾀﾞｲｴｲ ｿｳﾏ ﾀﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ｻﾜﾀﾞ ｾｲﾔ ﾐﾂﾊｼ ﾕｳﾉｽｹ ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾖｼ ｻｯｶ ﾄｳﾏ
大栄　颯馬 龍本　晃 沢田　聖也 三橋　悠之介 大窪　和慶 作家　叶真
吉澤　芳満 龍本　佳輝 沢田　和弘 三橋　由紀子 大窪　拓未 作家　英嗣
ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾌｸｲ ｾｲﾉｽｹ ｼﾉﾊﾗ ｻﾔﾊ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ
戸髙　隆世 上田　大地 福井　誠ノ介 篠原　清葉 飯田　柚月
戸髙　剛 上田　将之 福井　誠之 篠原　竜也 飯田　大介
ﾐﾅﾐ ｹｲﾀ ｲｼﾀﾞ ﾘﾀﾛｳ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ ｽｽﾞｷ ﾒｲ
南　啓太 石田　理汰郎 岩永　梨花 渡部　琴 鈴木　めい
南　大揮 石田　太郎 岩永　憲浩 渡部　俊之 鈴木　和成
ｹﾀﾞ ｷｻｷ ｻﾉ ﾐｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾀ ﾅｶﾉ ｲﾛﾊ ｻﾉ ｺﾊﾙ ｼｹﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
武田　貴妃 佐野　心咲 渡邉　海向 中野　彩葉 佐野　心春 重原　純奈
武田　英将 佐野　正典 渡邉　裕也 中野　一也 佐野　寛子 重原　純一
ﾃﾗﾏﾁ ﾐﾕﾐ ｻｲﾄｳ ﾊﾙｱ ｺｼﾐｽﾞ ｴﾘｶ ｱﾝｻﾞｲ ﾐｿﾗ ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｱ
寺町　美友海 斉藤　遥愛 越水　愛理花 安西　美空 小野澤　マリア永井　夢亜
寺町　謙太 斉藤　弘樹 越水　隆行 安西　智和 小野澤　幸雄 永井　康秀

23 9：54 23

21 9：38 21

22 9：46 22

19 9：22 19

20 9：30 20

17 9：06 17

18 9：14 18

15 8：50 15

16 8：58 16

13 8：36 13

14 8：42 14

12

11 8：20

10

12 8：28

11

9 8：04 9

10 8：12

7 7：48 7

8 7：56 8

7：32 5

6 7：40 6

PGM　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　関東予選及びＵ６決勝大会

15－18男→13－14男→9－10女→7-8男子→U6男女 15－18女→13-14女→11－12男→11－12女→9－10男→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。　.

３月２８日（水）ﾑｰﾝﾚｲｸｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ　鶴舞ｺｰｽ

1 7：00 1

2 7：08 2

3 7：16 3

4 7：24 4

5


