
※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。

（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。

※★印はカート運転手をしてくれるボランティアスタッフの方です。

組 組
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ｶｷﾓﾄ ｺｳﾀ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｱﾝ ｲﾊﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ﾑｸﾞﾙﾏ　ﾋﾅﾉ
山田　真輝 柿本　虹汰 宮林　雄規 石澤　梨杏 伊波川　彩名 六車　日那乃

柿本　淳 石澤　英輝
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｲｶ ｸﾗﾀ ﾃﾝﾉ ｺｻﾞｷ ｱｶﾈ
富永　龍輝 荒井　竜也 小林　龍生 新藤　励 渡辺　あいか 倉田　天乃 小崎　茜
富永　静香 新藤　英彦
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ ﾜﾀﾞ ｱﾕﾑ ウノセ　リク ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ ｷﾑﾗ ｱﾕ ｻｲｺﾞｳ ﾏｵ ﾀｶﾊｼ ｻﾁ
小野寺　悠 和田　歩 鵜瀬　璃久 鈴木　愛佳子 木村　朱夢 西郷　真央 高橋　幸
小野寺　智 西郷　栄
ｱｶﾂｶ ﾏｻｼｹﾞ ｶﾜﾊﾞﾀ　ｷｮｳﾀﾛｳ ﾂｼﾞ ﾘｭｳﾏ ﾎﾝﾏ　ｲﾁﾀ ｺｲｹ　ﾕｳｷ ﾑﾗｶﾐ ﾐｽﾞｷ ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ
赤塚　将成 川畑　京太郎 辻　竜舞 本間　一太 小池　優希 村上　瑞希 鈴木　桂花 田中　美佑

小池　美夏
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ ｱﾝﾋﾞﾙ ﾏｻｷ ﾔｽﾀﾞ ﾊﾅ ﾊﾝﾀﾞ ﾏｱﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｺ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾕ
東城　湧大 渋谷　晃太郎 大森　星夜 安蒜　真輝 保田　はな 半田　真彩 松本　凜子 藤森　未夕

ｵｸﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ ｲｲﾂﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳ ｳｻﾞﾜ ｺｳｷ ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾔﾏﾑﾛ ﾕｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｶ ﾁｮｳﾅﾝ ﾋｶﾙ ｲﾜﾎﾘ ﾅﾂｵ
奥山　大地 飯塚　健太朗 鵜澤　幸輝 井上　裕一郎 山室　結衣 望月　秀香 長南　ひかる 岩堀　夏生

ﾌｶｵ ｹﾝﾀ ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾐ ネギシ レオン ﾐｳﾗ ﾕｳｷ ｲﾉｳｴ ﾅｷﾞｻ ｺｸﾞﾚ ﾋﾛﾐ ｳｻﾐ ｻﾔｶ
深尾　健太 石崎　拓海 根岸　伶温 三浦　雄輝 井上　渚 小暮　広海 宇佐美　彩華

ｱｿｳ ﾕｳﾄ ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾅｷﾞ ｿｳﾏ ｶｽﾞｷ ｺﾞｶ ﾐﾕｳ ﾅﾘﾀ ｴﾏ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ
麻生　悠人 吉永　竜 原田　凪 相馬　和樹 伍賀　美優 成田　瑛麻 馬場　咲希

伍賀　一統
ﾑﾗｵ ﾕｳｲﾁ ｽﾙｶﾞ ﾊﾙﾄ タムラ マサト ﾓﾘｻｷ ｺｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ ｽｽﾞｷ ﾘｵ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ
村尾　優一 駿河　晴翔 田村　将人 森崎　功成 渡辺　世奈 鈴木　莉緒 吉田　鈴

吉田　亜紀子
ｲﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ ﾅｶﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾐﾕ ﾀｶﾊｼ ｺﾊｸ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ
板村　凌太 中島　爽 中野　麟太朗 佐藤　心結 高橋　こはく 岡島　彩乃

中島　恵美子 高橋　利益

ﾕﾀｶ ﾀｲﾖｳ ﾅｲﾄｳ ｻﾄﾘ ｺｳｺﾞ ﾀｲｶﾞ ﾅﾘﾀ ﾙﾅ ｱｶﾎﾘ ﾏﾐ ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅ ｼﾐｽﾞ ｱﾐｶ
豊　太陽 内藤　悟 向後　太賀 成田　月奈 赤堀　まみ 西澤　香那 清水　愛海香

内藤　亘理
ﾋｺﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾘﾑ ﾌｧﾝｾ ﾐﾄﾐ ｺｳﾀ ｵｵｲﾜ ﾖｼﾅｵ ｲｼｶﾜ ﾅﾅ ﾜｶｲ ﾅﾅｺ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ ｻｲﾀﾞ ﾋﾅ
彦田　俊太郎 林　煌世 三富　航太 大岩　慶尚 石川　菜々 若井　菜々子 吉澤　柚月 斉田　陽菜

三富　大輔
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾕｷ ﾐﾂﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ ﾅｲﾄｳ ｲｵﾘ ｼﾏｵｶ ﾏｻﾄ ｲﾏｲ ﾊﾉﾝ ﾐｽﾞｼﾏ ｾｲｶ ｻｲﾄｳ　ﾘﾅ ｺｳﾂﾞ ｴﾐ
小林　直幸 三橋　颯太朗 内藤　伊織 島岡　聖 今井　葉音 水島　聖佳 斉藤　里奈 神津　笑美

ﾀｹﾊﾗ ｹｲｺﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ｵｵﾉ ｺｳ ｼﾏﾇｷ ﾐｷﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ ﾏﾔﾏ ｼｮｳﾔ ｸﾎﾞﾀ ﾚﾝ
竹原　佳吾 山田　大輝 大野　倖 島貫　海輝登 小林　龍竺 間山　翔哉 窪田　蓮

小林　昭仁 窪田　大
ﾏｻﾔﾏ　ﾋﾛｷ ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾊﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ﾎｼﾉ ｺﾞｳﾀ ﾎｼﾉ ｺﾞｳｷ ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾂﾖｼ
昌山　大暉 佐藤　友樹 羽部　大輝 星野　豪汰 星野　豪希 水野　太雅 仲山　剛

水野　一生
ｸｽﾉｷ ﾀﾞｲｼｭﾝ ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｻｸ ｱﾃﾞｶﾞﾜ ﾑﾈﾁｶ ﾅｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏ ﾅｶﾀ ｲﾌﾞｷ ﾀｹﾊﾅ ｿｳﾀ ｶｷｻﾞﾜ ﾀｸﾏ ｾｷﾈ　ﾘｭｳ
楠　大峻 平山　幸作 阿出川　宗哉 長谷　政真 中田　一颯 竹花　颯汰 柿澤　琢真 関根　龍

柿澤　浩之
ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｾｲ ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾆｼｳﾐ ﾀｸﾐ ｵｼﾞﾏ ﾖｼﾄ ｶﾈｺ ｹｲﾔ ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭｳﾄ ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ ｱｻﾉ ﾀｲｶﾞ
中村　大聖 黒田　幸太郎 西海　匠 小島　圭翔 金子　佳矢 宮下　十翔 齋藤　裕 浅野　太雅

齋藤　正彦
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ｻｶﾀ ﾅﾙｷ ｷﾀﾑﾗ ﾀｽｸ ﾐｽﾞｶﾐ ｼﾞﾝ ｾｷ ｼｮｳﾀ ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ ｶﾐﾔﾏ ﾀｲﾁ ｾｲﾉ ｵｳｷ
佐藤　貴裕 阪田　匠輝 北村　祐 水上　仁 関　翔汰 木暮　凌太 神山　泰地 清野　桜貴

神山　貴光
ﾊﾔｻｶ ﾘﾝｶ ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ ｶｷﾓﾄ ｱﾔｶ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾊﾛ ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾐﾁ
早坂　梨花 及川　穂果 柿本　彩花 髙橋　省吾 岡田　隼輔 大久保　麻波浪山本　咲道

岡田　忠輔
ｽｽﾞｷ ﾅｵ ﾆｼﾔﾏ ﾁﾘ ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾝｼﾞｭ
鈴木　菜央 西山　知里 成田　愛実 藤沢　杏樹 ※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

成田　美由紀 　　となっております。ご協力をお願い致します。
ﾊﾀﾉ ﾊﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾅ ﾏﾂｷ ｺﾉﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 　　カート運転手をして頂ける方は、当日大会受付の際に
羽田野　陽香 小林　照菜 松木　このみ 小林　みなみ 　　お申し出下さい。ご自身のお子様の組について頂けます。

小林　昭仁

※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。

★　永井　研史
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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　関東予選　4月2日（月）ムーンレイクゴルフクラブ茂原
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15-18男→13－14男→11－12女 15－18女→13－14女→11－12男

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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