
※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
ｵﾀﾞ ｼｵﾘ ｶﾗｼﾏ ﾈﾅ ｴｶﾞﾜ ｺﾄﾐ ﾏﾀﾖｼ ﾀｶﾏﾙ ｱｻﾀﾞ ｿﾗ ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾂｷ

小田　栞 辛島　寧那 江川　琴実 又吉　鷹丸 麻田　蒼空 山岸　咲槻

江川　英樹

ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞｶ ﾀｶｷﾞ ﾐｸ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｷﾅ ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｹﾄ ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ

川端　涼香 高木　美空 冨永　幸来 永守　豪人 藤井　想大 吉田　慎之介

川端　克一

ｱｶｷﾞ ﾘｵ ｲﾜﾀﾆ ｶﾅ ｼﾗｶﾜ ﾎﾉｶ ｵｵｻｷ ｺｺﾐ ｱｶｾ ﾀｶﾕｷ ナカザワ　ダイキｳﾒﾀﾞ ｷｮｳｾｲ

赤木　理央 岩谷　奏 白川　ほのか 大崎　心美 赤瀬　嵩幸 中澤　大樹 梅田　恭生

山本　直樹 小島　正利 梅田　康史

ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ ﾏｽﾀﾞ ｾﾘ ｲﾜｻｷ ﾎｼﾉ ﾃﾗｶﾜ ﾕｳ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｲｶﾞ ｶﾝ ﾖｼｷ ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｼﾞ

上田　莉奈 益田　世梨 岩崎　星乃 寺川　優 杉原　大河 韓　嘉希 池田　優己 中川　怜次

奈地田　健 杉原　美代

ﾔｷﾞ ｽｽﾞｶ ヤマダ　モユ ｵﾝｻﾞ ﾕｳﾘ ウメヅ　マユミ ｶﾜﾍﾞ ﾀｸﾐ ﾖﾅﾐﾈ ﾘｭｳｼﾞﾝ ｳｼﾂｶ ｶｲﾄ ﾕﾊﾗ ﾋｶﾙ

八木　涼風 山田　萌結 遠座　悠里 梅津　真優美 河邉　匠 与那嶺　龍仁 牛塚　海斗 湯原　光

河邊　尚道

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ ﾅｶﾑﾗ ｶﾉ ｴｶﾞﾜ ﾘﾝ ｱｷﾀ ﾗﾝ ﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ﾅｶｵ ﾘｮｳﾀ ｻﾜﾀﾞ ｱﾗﾀ ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾝ

山本　彩乃 仲村　果乃 江河　鈴 秋田　藍 原　悠太郎 中尾　亮太 沢田　新 坂本　優心

仲村　英治 沢田　利幸

オノサト　リア ﾏｴﾀﾞ ﾒｸﾞ ﾀｶﾊﾗ ｶﾅ ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅｺ ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝｷ ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾀ ｶﾒｲ ｿｳﾀ ｵｷﾞﾉ ﾀｲﾕｳ

小野里　リア 前多　愛 高原　花奈 稲垣　那奈子 大谷　元気 杉浦　悠太 亀井　壮汰 小木野　太優

小野里　富夫 高原　貞樹 稲垣　宣子

ﾀｹﾊﾗ ﾐﾕ ｲﾜﾀ ｱﾘｻ ｻｻﾞﾜ ﾗﾗ ｶﾜｶﾐ ﾁﾅﾂ ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ ﾊﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ

竹原　美悠 岩田　愛里沙 佐沢　愛々 川上　知夏 神田　悠貴 山田　倖生 林　稜雅

竹原　糸珠 川上　泰治 神田　好司 林　伸英

ｵｷﾞﾉ ﾋﾏﾘ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ ﾖｺﾔﾏ ｱｲｶ ﾅﾜﾀ ﾘｮｳｲﾁ ｱﾀﾞﾁ ｻﾝｼﾛｳ ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ ｵｵﾂｶ ﾕｳｾｲ

小木野　陽鞠 川端　悠衣 山下　アミ 横山　愛華 縄田　領一 阿立　三四郎 竹内　大悟 大塚　悠生

川端　弘昭 竹内　隆弘

ﾆｼｶﾜ ｶﾎ ﾀﾅｶ ﾋﾅ ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾅﾎ ｲﾅﾊﾞ ﾁﾉ ｵｶ ﾄｳｺﾞ ﾆﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ ｽﾐｴ ﾕｳｷ

西川　果穂 田中　陽菜 荻原　いなほ 稲葉　千乃 丘　尊伍 丹羽　悠太 広山　功喜 角江　勇稀

田中　晃子 丹羽　句澪子

ﾔﾏﾅｶ ﾘｵ ﾖｺﾞ ﾕｲﾅ ｶﾒｶﾞﾜ ﾐｳ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾗ ﾊﾏﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ ｼﾗｲ ｱｷﾗ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾋｶﾞｼﾂﾂﾐ ｿｳﾀﾛｳ

山中　梨緒 與語　優奈 亀川　美羽 田中　珠蘭 濵山　文飛 白井　瑛 古川　惣一朗 東堤　爽太朗

山中　修二

ｽｶﾞ ﾌｳｶ ﾑｶｲ ｼｽﾞｸ ｱﾎﾞ ｺﾄﾐ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾅﾐ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾝﾘｭｳ ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾀ ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ ｺｸﾎﾞ ﾋﾛﾄ

菅　楓華 向井　静玖 安保　寿美 松永　七海 中川　万龍 中川　瑛太 新井　龍紀 小窪　都斗

菅　ともみ 新井　隆洋

ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾘ ﾎﾘｶﾜ ﾊﾅ ﾌｼﾞｲ ﾐｳ ﾊﾔｼ ｷﾘﾅ クロダ　ユウマ ﾅｶｿﾈ　ｱｷﾋﾄ ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｵﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

杉浦　愛梨 堀川　雪花 藤井　美羽 林　希莉奈 黒田　裕稀 仲宗根　祥仁 横山　翔伍 小田　祥平

堀川　岳晴 横山　良則

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾄ ﾅｶﾔﾏ ｽｽﾞｷ ﾏｴｻﾞﾄ ﾅﾅ ｲﾄｳ ﾘｺ ﾓﾘﾀ ﾉｱ

山口　大騎 石橋　拓門 中山　凉希 前里　奈々 伊藤　浬子 森田　乃愛

前里　宗一郎

ｶﾐﾑﾗ ﾔﾏﾄ ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｼ ｶﾒｲ ｶﾝﾀ ﾄﾘｲ ｺｳﾀ ﾏﾙｵ ﾚｲﾅ ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ ｳﾗｻｷ ﾘｮｳ

上村　大和 高山　大維志 亀井　幹大 鳥居　洸太 丸尾　羚水 清水　遼奈 浦崎　涼

亀井　一 清水　義和

ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ﾊﾗ ﾃﾂﾀﾛｳ ﾏﾙｵ ﾚｵ ﾀﾞｲｶｲ ﾘｮｳｽｹ ｲﾜﾓﾄ ﾅﾉ ｴｶﾞﾜ ﾚｲ ﾑﾗﾀ ｱﾕｶ ｲﾉｼﾀ ｱｲｶ

進藤　太雅 原　鉄太郎 丸尾　怜央 大海　諒介 岩本　菜乃 江河　怜 村田　歩香 井ノ下　愛華

原　敬 岩本　真美 井ノ下　

ヤマモト　タイセイﾅﾜﾀ ｼｮｳｲﾁ ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ﾏｴﾀﾞ ﾚｲﾅ ｶﾐｸﾎﾞ ﾐｻｷ ｺﾐﾔ ﾁﾂﾞﾙ フジヤス マリン

山本　大勢 縄田　翔一 小松　大洋 平松　孝太郎 前田　羚菜 上久保　実咲 小宮　千鶴 藤安　真凛

縄田　幸生

マツイ　リウラ ﾊｼﾓﾄ ﾀｸｴｲ ｱﾘｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝ ﾖﾈ ﾏｻﾉｼﾝ ﾐｱｹ ｻｸﾗｺ ｱｷﾀ ﾋｶﾘ ｻｶｲ ﾘｺ ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｶ

松井　琳空海 橋本　拓英 有薗　純 米　誠ノ心 三明　桜子 秋田　光梨 酒井　理琴 日比野　邑香

峯森　久夫 有薗　一樹 米　亜希子 酒井　康年

ﾅｶｺｳｼﾞ ｱﾔﾉ ﾏﾙｵ ｼｲﾅ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ

中小路　綾乃 丸尾　海七 福田　美来 黒田　匠翔 髙木　暢仁

中小路　正洋 丸尾　高範 福田　健吾 黒田　貴之 髙木　量謹

ﾁｸｼ ﾋﾅﾉ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘｵﾝ ｷﾀﾉ ｱﾂﾄ ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ

筑紫　ひなの 吉﨑　マーナ 辻本　莉音 北野　貴斗 児玉　志優

筑紫　康之 吉崎　俊朗 辻本　浩之 北野　美和 児玉　貴士

ｺｸﾞﾚ ｻﾅ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ﾏﾙﾔﾏ ｶﾚﾝ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ イマヤ　マサタカﾖｼﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

小暮　沙奈 豊田　ヒカル 丸山　夏蓮 松本　瞬乃介 今屋　大雄 吉永　匡一郎

小暮　慎一 豊田　新 丸山　匠 松本　暢文 今屋　朝子 吉永　悦子

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ｵｵﾆｼ ｼｮｳｶ ﾎｶｲﾜﾄﾞ ｾｲｼﾞ オキナカ　シュウマ

西村　雛 松本　來海 龍本　奈月 大西　翔駈 外岩戸　晟士 沖中　秀真

西村　昭啓 松本　尚大 龍本　佳輝 大西　朗稔 外岩戸　市郎 沖中　主税

イワナガ　アンナｷｸﾀﾞ ﾋﾅ ﾀﾏｼﾛ ｺﾞｳｶ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ ｽﾐｴ ﾘｸﾄ

岩永　杏奈 菊田　ひな 玉城　豪華 篠原　和樹 長崎　煌心 角江　陸翔

岩永　憲浩 菊田　徹 玉城　豪 森井　修平 長崎　慎太郎 角江　知之

ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓ ｼｹﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ﾉｸﾞﾁ ｴﾐﾘ ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ ﾅｶｳｴ ﾘｮｳﾏ

児玉　桃 重原　純奈 野口　笑里 前田　哲宏 中上　遼真

児玉　龍司 重原 野口 前田　孝基 中上　忠則

ｽｽﾞｷ ﾒｲ ｱｺｳ ﾐﾗｲ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾁ ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

鈴木　めい 赤穂　未来 飯田　柚月 橋本　英知 加藤　金次郎 石口　寛樹

鈴木　和成 赤穂　勇介 飯田　大介 橋本　英紀 加藤　景三 西川　智也

2 7:23 2

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　2日目　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。　.

※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。）

15－18女→13－14女→11－12男→7－8女 15－18男→13－14男→11－12女→9－10男→7－8男

宝塚（１H～９H) 西宮（１０H～１８H）

1 7:15 1

3 7:31 3

4 7:39 4

5 7:47 5

6 7:55 6

7 8:03 7

8 8:11 8

9 8:19 9

10 8:27 10

11 8:35 11

12 8:43 12

13 8:51 13

14 8:59 14

15 9:07 15

16 9:15 16

17 9:23 17

18 9:31 18

19 9:39 19

20 9:47 20

21 9:55 21

22 10:03 22

25 10:27 25

23 10:11 23

24 10:19 24


