
※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
ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾄﾘｳﾐ ｿｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾚｲ ｲﾉｳｴ ﾅｷﾞｻ ｻｸﾏ ｼｭﾘ ｳｽｲ ｶｽﾐ

伊澤　健人 鳥海　颯汰 高橋　黎 井上　渚 佐久間　朱莉 薄井　香澄

鳥海　和美 井上　洋 佐久間　浩太郎

ｻｸﾏ ﾚｵ ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ ﾜﾁ ｶｲﾄ ｲｼｶﾜ ﾏﾕｶ ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ ｸﾗﾀ ﾃﾝﾉ

佐久間　怜央 水沼　勇太 和知　快斗 石川　茉友夏 三浦　琴未 倉田　天乃

和知　裕美 石川　麻紀 佐々木　政行

ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ ｱﾎﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ｶﾈｺ ﾀｸﾏ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ ｺｸﾞﾚ ﾋﾛﾐ ﾜｶﾂｷ ﾕｲ

荒井　竜也 安保　勇希 山田　真輝 金子　拓馬 高橋　采未 小暮　広海 若月　優衣

荒井　洋子 高橋　奈保美 若月　康一

ﾑﾗｵ ﾕｳｲﾁ ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾍｲ イノウエ　タツキ ｾﾐｶﾜ ﾀｲｶﾞ ｷｼﾀﾞ ﾏｲﾅ ｲｲﾑﾗ ﾁｻ ﾀｶﾊｼ ｻﾁ ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ

村尾　優一 猪股　柊平 井上　達希 蝉川　泰果 岸田　真衣奈 飯村　知紗 高橋　幸 鈴木　愛佳子

猪股　良和 高橋　利幸
イガイ　ウテナ ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ ｻｲｺﾞｳ ﾏｵ ｻﾄｳ ﾋｶﾙ ｺｵﾘﾔﾏ ﾋﾄﾐ ﾂﾂｲ ﾐｳ

亥飼　台 吉田　隼汰 小林　龍生 佐藤　卓郎 西郷　真央 佐藤　光 郡山　瞳 筒井　美羽

小林　好郎 西郷　栄

ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ ｼﾉﾊﾗ ｶﾌﾞﾄ シイナ　ユウスケ ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ﾎﾘｺｼ ｺｺｱ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ ムグルマ ヒナノ

大森　星夜 篠原　株登 椎名　優介 五十嵐　瑠亜 新藤　励 堀越　心愛 吉津谷　彩香 六車　日那乃

新藤　英彦 吉津谷　真弓

ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｾｲ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ ﾏﾂｵｶ ﾊﾅ ｽｽﾞｷ ｹｲｶ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｱﾝ

末広　大地 吉田　凜世 菅原　大喜 松岡　華 鈴木　桂花 大須賀　望 石澤　梨杏

吉田　英樹 永峯　喜代江 松岡　由美 石澤　英輝

ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ ｺﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾀｹﾊﾗ ｹｲｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ ｻｸﾗｲ ﾘｵ ｺｼﾀﾞ ﾔｽﾊ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ

中島　爽 小村　隼士 竹原　佳吾 渡辺　世奈 櫻井　梨央 越田　泰羽 馬場　咲希

小村　百合 櫻井　陽平

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｸｽﾉｷ ﾀﾞｲｼｭﾝ ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾄ ｻﾄｳ ﾐﾕ ﾐﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ ｻｲﾄｳ　ﾘﾅ

鈴木　雄大 楠　大峻 篠原　雷登 佐藤　心結 宮部　樹理 吉田　鈴 斉藤　里奈

鈴木　恒太郎 吉田　亜紀子 斉藤　裕子

ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｲﾜｲ ﾀｸﾐ ナカムラ　タイセイ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ｳｴﾀ ﾐｸ ﾅﾘﾀ ｴﾏ ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾒｶ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ

工藤　颯太 岩井　巧 中村　大聖 小泉　良太 上田　澪空 成田　瑛麻 角田　夢香 高田　菜桜

小泉　裕 上田　啓二郎

ｼｮｳﾅｲ ﾀｲｶﾞ ｵｵｲﾜ ﾖｼﾅｵ ﾅｶﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ ｺｳ ｼｮｳｽｹ ﾀｶﾉ ｱｲﾋ ﾂﾀﾞ ｺﾄﾈ ｱｷﾊﾞ ﾚｲﾅ エノモト　キョウカ

庄内　太我 大岩　慶尚 中野　麟太朗 康　翔亮 高野　愛姫 津田　舞音 秋葉　怜奈 榎本　杏果

大岩　鉄生 高野　英姫

ｷﾀﾑﾗ ﾀｽｸ ｵｵﾉ ｺｳ ｽﾐｳﾁ ﾏｻﾄ ｻｲﾄｳ ｶﾅﾑ ﾔﾏﾉｸﾁ ｿﾗ ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵﾝ

北村　祐 大野　倖 隅内　雅人 斎藤　叶夢 山之口　空 西澤　香那 中澤　凜音

大野　宏之 山之口　啓貴

ﾆｼﾜｷ ﾏﾎ ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｲﾉｳｴ ｷｷ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾅﾎ ハナダ　カリン

西脇　真帆 田中　心結 安西　歩美 井上　葵姫 岡島　彩乃 荻原　いなほ 花田　華梨

西脇　由美子 安西　智和 河野　博子

ﾆｼﾔﾏ ﾁﾘ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭｱ ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ ﾋﾗｵ ﾊﾙｶ カワバタ　ユウナ ｶﾂﾏﾀ ﾚｲﾅ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ

西山　知里 松原　柊亜 及川　穂果 平尾　遥 川畑　優菜 勝亦　令奈 横山　珠々奈

及川　真司 平尾　亮太 勝亦　倫也

ｵｶﾔｽ ﾏｲ ｽｽﾞｷ ﾅｵ ﾖｼﾀﾞ ｲｻ ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ ｶｷｻﾞﾜ ﾀｸﾏ ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ ｼｵﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

岡安　真衣 鈴木　菜央 吉田　潔咲 社本　桜子 柿澤　琢真 八木沢　浩心郎 塩原　琉之介

社本　晃 柿澤　浩之 八木沢　浩一

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾖｶ ﾏﾅｶ ﾘｮｳ ｵﾉﾀﾞ ﾈﾈ ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ ﾓﾄ ﾀｲｼ ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ

渡辺　そ代加 間中　りょう 小野田　寧々 木暮　凌太 本　大志 市村　翔太郎

間中　真理子 本　徳吉 市村　耕一

ｲﾀｶﾞｷ ﾕｲｶ ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ﾌｼﾞｼﾛ ﾅﾙﾐ ｱﾋﾞｺ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ ﾄｷﾓﾄ ｺｳｼ ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾊﾛ

板垣　結叶 小俣　柚葉 神山　結和 藤代　成実 安孫子　大祐 中里　通 時本　晃志 大久保　麻波浪

板垣　慎司 藤代　操 安孫子　尚人 時本　剛 大久保　智雄

ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾀ ｲﾌﾞｷ ﾎﾘ ﾃｯﾍﾟｲ ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ

石垣　龍之介 渡邉　日向 中田　一颯 堀　鉄平 佐藤　快斗 相浦　大輝

石垣　智清 渡邉　裕也 中田　哲夫 相浦　功治

ﾎﾘ ｼｮｳｺﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ ﾄﾑﾗ ｿｳﾀ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ﾖﾈｸﾗ ｻﾂｷ ｲｹ ﾕｳﾔ

堀　彰吾 吉田　悠 戸村　空汰 上田　翔太 亥飼　陽 米倉　颯希 池　由哉

堀　聡 吉田　淳二郎 戸村　裕子 池　和行

ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ｱﾗｷ ｹｲﾀ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾘ ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ

上田　涼真 荒木　敬太 渋井　晃太郎 吉﨑　マーナ 西澤　美李 斎藤　碧夏

上田　将之 荒木　正史 渋井　真琴 吉崎　俊朗 西澤　優一郎 斎藤　努

ｻｸﾗﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾈﾀﾞ ｳﾉ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ

桜庭　禄碩 井上　滉太 小林　麟太郎 根田　うの 岸田　想來 太田　瞳

桜庭　伸悦 井上　拓也 小林　大介 根田　美貴 岸田　正邦 太田　智亮

ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾋｶﾞｼ ﾛﾋﾞﾝ ｱﾏﾀﾞ ﾜｺ ｾﾀﾆ ｻﾄﾐ オギワラ　スイミ

石口　寛樹 本田　大凱 東　路敏 天田　和杏 瀬谷　里美 荻原　すいみ

西川　智也 本田　大策 東　政紀 林　由寿 瀬谷　敏之 荻原　康裕

ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ ﾄﾀﾞｶ ﾚｲﾅ ﾆｼﾓﾄ ｾﾗﾝ ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ

沖田　雫 林田　聖也 山崎　暖真 戸髙　玲奈 西本　世蘭 高村　仁香

沖田　真一 林田　信男 山崎　雄一 戸髙　知子 西本　和義 高村　正雄

ｼｹﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ﾆｼﾜｷ ﾕｲ ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ﾖｺﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾗ

重原　純奈 西脇　優衣 佐藤　彩葉 横山　椿咲 長澤　愛羅

重原　純一 西脇　大介 佐藤　克哉 建部　元晴 長澤　明日香

ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ

渡部　琴 飯田　柚月

渡部　俊之 飯田　大介

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　初日4月21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。　.

1 7:00 1

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

OUT IN

2 7:09 2

3 7:18 3

4 7:27 4

5 7:36 5

6 7:45 6

7 7:54 7

※ボランティアスタッフ　植田康雄

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

22 10:09 22

2310:1823

20 9:51 20

21 10:00 21

10:27 24

10:36

24

25


