
※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。

※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。

（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
ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾏ ｶﾈｺ ﾀｸﾏ ﾖｼｶﾜ ｸﾙﾐ ｽｽﾞｷ ﾕﾒ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐﾚｲ
西山　大翔 吉田　隼汰 篠﨑　勇真 金子　拓馬 吉川　くるみ 鈴木　優芽 緑川　瑞玲

篠崎　裕利 緑川　裕美子
ｲｼｶﾜ ﾉｱ ｶｼﾜﾏﾀ ﾕｳ ｼﾞｮｳ ﾅｵｷ ｱﾎﾞ ﾕｳｷ ｲｲﾑﾗ ﾁｻ ｾｷﾈ ｸﾙﾐ ｻﾄｳ ｱﾆｶ ﾂﾂｲ ﾐｳ
石川　乃亜 柏俣　結生 城　尚輝 安保　勇希 飯村　知紗 関根　空瑠美 佐藤　有仁加 筒井　美羽
石川　新吾 関根　保彦
ｲﾉｳｴ　ﾀﾂｷ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ ﾓﾘ ﾕｳﾉｽｹ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ ｵｵﾀ ﾐｸ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞｶ ｻｸﾏ ｼｭﾘ ｲｹﾊﾞ ﾋﾅﾀ
井上　達希 松岡　悠馬 森　勇乃祐 佐藤　翔太 太田　未来 石川　涼夏 佐久間　朱莉 池羽　陽向

松岡　一嘉 佐久間　浩太郎

ｺﾑﾛ ｹｲﾝ ｻｸﾏ ﾚｵ ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ ｳｴﾊﾗ ｲﾄﾞﾑ ﾜｶﾂｷ ﾕｲ ｴﾊﾗ ﾕﾐ ｲｼｶﾜ ﾏﾕｶ ﾔｸﾞﾁ　ﾚｲﾅ
小室　敬偉 佐久間　怜央 水沼　勇太 上原　挑夢 若月　優衣 江原　侑美 石川　茉友夏 矢口　怜奈
小室　勝則 石川　麻紀
ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ｲﾉｳｴ　ｶｽﾞﾏ ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ ｼﾗｲｼ ﾐﾚｲ ｳｽｲ ｶｽﾐ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ
五十嵐　瑠亜 石森　健太郎 井上　和馬 佐藤　卓郎 白石　実零 薄井　香澄 武田　真幸 近藤　優衣
★中山　好
ｳｽｲ ﾕｳﾏ ﾅｶﾞﾉ ｷｮｳｽｹ ﾊﾔｼ ｿｳｼ ｶﾀｷﾞﾘ　ﾕｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ ｵﾉｻﾄ ﾘｱ ｷｼﾀﾞ ﾏｲﾅ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ
薄井　悠真 長野　京介 林　宗史 片桐　悠佑 高橋　采未 小野里　リア 岸田　真衣奈 吉津谷　彩香

ﾎﾘ ﾀｲﾖｳ ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ ﾊﾞﾊﾞ ｾｲﾔ ｼｲﾅ　ﾕｳｽｹ ﾀｶｷﾞ ﾘｵﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾐ ｳｴﾀ ﾐｸ
堀　太陽 鈴木　慈音 馬場　聖哉 椎名　優介 高木　りおん 長谷川　愛美 上田　澪空

高木　英行 上田　啓二郎
ｲﾉｳｴ ﾅｵ ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ ﾊﾙﾀ ﾀｲｼﾝ ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾐﾔｷﾞ ｱｵｲ ｺｼﾀﾞ ﾔｽﾊ ﾂﾀﾞ ｺﾄﾈ ｲｲﾉ ｼｵﾘ
井上　尚 黒澤　光 春田　大心 梅澤　拓望 宮城　葵 越田　泰羽 津田　舞音 飯野　栞

飯野　豊
ｺｳ ｼｮｳｽｹ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｾﾀﾆ ﾏﾅｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ ｲﾜﾔ ｻｸﾗ
康　翔亮 伊藤　颯汰 齊藤　大翔 瀬谷　愛佳 山本　渚月 横山　珠々奈 岩谷　咲来

伊藤　秀也 山本　正樹
ｾｷﾈ ﾄｳﾏ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾅﾎ ﾐﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾘ ｷｼﾀﾞ ﾋﾅﾉ ｵｵﾓﾘ ﾏｺ
関根　東馬 松枝　靖悟 末広　大地 荻原　いなほ 宮部　樹理 岸田　妃奈乃 大森　茉子

末広　憲一 大森　貴之
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾃﾂ ｲﾜｲ ｺｳﾀ ｵｶﾞﾀ ｹｲ ｼｶﾞｷ ﾀｲｼ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾄ ｵｵﾂｶ ﾕｷﾉ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾓｴ ｵｵﾋｶﾞｼ ｶｴﾃﾞ
松澤　虎大 岩井　光太 尾形　桂 紫垣　大志 橋爪　莉都 大塚　由姫乃 川畑　萌 大東　楓

紫垣　樹郎 橋爪　崇 大東　智
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾄ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ｽﾐｳﾁ ﾏｻﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ ｵｵﾀ ｴﾘ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾒｶ
清水　泰斗 小泉　良太 隅内　雅人 長谷川　瞬 太田　絵梨 栗林　夏希 中澤　凜音 角田　夢香
清水　正 栗林　良臣
ｶｷﾇﾏ ｴｲｽｹ ｺﾞﾐﾀ ﾏﾋﾛ ﾄﾏﾘ ﾘｭｳﾀ ｵｵﾂ　ﾀｸﾐ ﾄｷﾓﾄ ｺｳｼ ﾎﾘ ﾃｯﾍﾟｲ ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾐﾄ ｲﾉｳｴ　ﾊﾙｷ
柿沼　瑛亮 五味田　真大 泊　隆太 大津　匠 時本　晃志 堀　鉄平 川口　史 井上　陽樹

大津　貴正 時本　剛 川口　司
ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ ｱﾎﾞ ﾀｸﾔ ﾀｶﾊｼ　ｺｳｷ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ﾄｷﾜ ｶｽﾞﾔ ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾀ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ
井出　太陽 吉田　攻輝 安保　卓哉 高橋　幸生 亥飼　陽 常盤　和也 篠原　来太 松本　大雅

常盤　知生 松本　芳雄
ﾋｶﾞｼ ｱﾗﾝ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｲﾜｲ ﾀｸﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀ ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｲﾀﾊﾞｼ ﾘｭｳｽｹ ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ
東　亜藍 相原　涼汰 岩井　巧 吉田　凜世 小林　洋大 佐藤　快斗 板橋　隆佑 八木沢　浩心郎

八木沢　浩一
ｲｹﾊﾞ ﾐﾗｲ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｱ ﾏﾅｶ ﾘｮｳ カイ　ハルキ ｱﾋﾞｺ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾁﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ ﾋﾗｷ ｺﾞｳﾀﾞｲ
池羽　未来 松原　柊亜 間中　りょう 甲斐　美貴 安孫子　大祐 市村　龍我 平城　豪大

松原　秀光 間中　一則 甲斐　誠司 安孫子　尚人 平城　正雄
ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾒ ｵｶﾔｽ ﾏｲ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅ ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾀﾅｶ ﾊﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾌﾐ ｼﾓﾑﾗ ﾂﾖｼ
鈴木　夏芽 岡安　真衣 池上　愛菜 榎本　聖大 田中　天晴 小林　尚史 下村　剛
鈴木　一正 池上　徹 小林　篤司
ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾅ ｻﾄｳ ﾊﾙｶ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ ｾﾀﾆ ｻﾄﾐ
鈴木　能々子 山本　実希 鈴木　陽菜 佐藤　陽花 太田　瞳 瀬谷　里美
鈴木　偉嘉 山本　正樹 佐藤　陽 太田　智亮 瀬谷　敏之
ｸﾛﾀﾞ ｱｷ ｵﾉﾀﾞ ﾈﾈ ﾖｼﾉ ｺﾕｷ ｼﾉﾀﾞ ｱｷﾗ ｲﾄｳ ｱｲｶ ﾌｼﾞﾉ ｿﾗ ﾄﾞｳｹｲ ｺﾕｷ
黒田　昊 小野田　寧々 吉野　小雪 篠田　麗 伊藤　愛華 藤野　蒼來 洞鶏　小雪

吉野　明 伊藤　政人 藤野　寛久 洞鶏　英夫
ﾄｷﾀ ｻｷ ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ｶﾂﾀ ﾊﾅ ﾖｼﾀﾞ ｲｻ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ
時田　咲希 神山　結和 勝田　花菜 吉田　潔咲 本田　大凱 吉田　有輝

勝田　康治 本田　大策 吉田　ひろし
ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ ﾅﾐｷ ﾕｳﾏ ﾎｼﾉ ﾀｲｷ ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ
井上　滉太 並木　優真 星野　泰輝 林　大地
井上　拓也 並木　洋平 星野　和宏 林　祐樹
ｱﾗｷ ｹｲﾀ ﾐｶﾐ ﾋﾃﾞｻﾄ ﾋｶﾞｼ ﾛﾋﾞﾝ ヒロイ リョウスケ ｾｷ ｲﾌﾞｷ
荒木　敬太 三神　秀郷 東　路敏 廣井　崚介 関　夢生
荒木　正史 三神　道功 東　政紀 廣井　真由美 関　和貴
ﾎﾘ ｼｮｳｺﾞ ﾅﾘﾏﾂ ｼｭﾝ ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾙ ｲﾅﾑﾗ ｶｸﾞﾔ ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ
堀　彰吾 成松　峻 清水　奏琉 稲村　かぐや 山下　蒼生
堀　聡 成松　純子 清水　健太郎 稲村　光城 山下　勝義

ﾅｶﾔﾏ ﾏﾐｺ ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙ
仲山　真珠子 北村　葉琉
仲山　功 北村　直規
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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　3月24日（土）千成ゴルフクラブ
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15-18男→13-14男→11-12女→9-10男 15-18女→13-14女→11-12男→9-10女→7-8男女

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。　.
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