
※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 組
シイナ　ユウスケ ｻﾄｳ ﾀｸﾛｳ ｷﾀﾑﾗ ﾀｽｸ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾏﾂｵｶ ﾊﾅ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ

椎名　優介 佐藤　卓郎 北村　祐 鈴木　雄大 松岡　華 吉津谷　彩香 鈴木　愛佳子

鈴木　恒太郎 松岡　由美 吉津谷　真弓

ﾑﾗｵ ﾕｳｲﾁ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ｻｸﾏ ｼｭﾘ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ ｷｼﾀﾞ ﾏｲﾅ

村尾　優一 山田　真輝 末広　大地 小泉　良太 佐久間　朱莉 高橋　采未 岸田　真衣奈

小泉　裕 佐久間　浩太郎 高橋　奈保美

ｲｶﾞﾗｼ ﾙｱ ｻｸﾏ ﾚｵ ﾄﾘｳﾐ ｿｳﾀ ｼﾝﾄﾞｳ ﾚｲ ｻﾄｳ ﾋｶﾙ ｲｼｻﾞﾜ ﾘｱﾝ

五十嵐　瑠亜 佐久間　怜央 鳥海　颯汰 新藤　励 佐藤　光 石澤　梨杏

鳥海　和美 新藤　英彦 石澤　英輝

ｱﾎﾞ ﾕｳｷ イガイ　ウテナ ｾﾐｶﾜ ﾀｲｶﾞ ｼﾉﾊﾗ ｶﾌﾞﾄ ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾅﾎ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾒｶ ﾀｶﾉ ｱｲﾋ

安保　勇希 亥飼　台 蝉川　泰果 篠原　株登 荻原　いなほ 横山　珠々奈 角田　夢香 高野　愛姫

蝉川　佳明 高野　英姫

ｽﾐｳﾁ ﾏｻﾄ ｺｳ ｼｮｳｽｹ ｲﾜｲ ﾀｸﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｾｲ ﾔﾏﾉｸﾁ ｿﾗ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ ｻﾄｳ ﾐﾕ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ

隅内　雅人 康　翔亮 岩井　巧 吉田　凜世 山之口　空 馬場　咲希 佐藤　心結 高田　菜桜

吉田　英樹 山之口　啓貴

ｼﾉﾊﾗ ﾗｲﾄ ｵｵﾉ ｺｳ ﾅｶﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ　ﾘﾅ エノモト　キョウカ ハナダ　カリン

篠原　雷登 大野　倖 中野　麟太朗 斉藤　里奈 榎本　杏果 花田　華梨

大野　宏之 斉藤　裕子

ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｻﾄｳ ｶｲﾄ ﾄｷﾓﾄ ｺｳｼ ﾓﾄ ﾀｲｼ

中島　爽 菅原　大喜 工藤　颯太 亥飼　陽 佐藤　快斗 時本　晃志 本　大志

永峯　喜代江 時本　剛 本　徳吉

ｺﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｻｲﾄｳ ｶﾅﾑ ｼｮｳﾅｲ ﾀｲｶﾞ ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ

小村　隼士 斎藤　叶夢 庄内　太我 八木沢　浩心郎 上田　翔太 相浦　大輝 木暮　凌太

小村　百合 八木沢　浩一 相浦　功治

ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ｵｶﾔｽ ﾏｲ ﾏﾅｶ ﾘｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾊﾛ ﾅｶﾀ ｲﾌﾞｷ ｲｹ ﾕｳﾔ ｼｵﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

神山　結和 岡安　真衣 間中　りょう 大久保　麻波浪 中田　一颯 池　由哉 塩原　琉之介

間中　真理子 大久保　智雄 中田　哲夫 池　和行

ﾌｼﾞｼﾛ ﾅﾙﾐ ｲﾉｳｴ ｷｷ ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ ﾆｼﾜｷ ﾏﾎ ｵｵﾀ ﾋﾄﾐ ｾﾀﾆ ｻﾄﾐ ﾅｶﾞｻﾜ ｱｲﾗ

藤代　成実 井上　葵姫 及川　穂果 西脇　真帆 太田　瞳 瀬谷　里美 長澤　愛羅

藤代　操 及川　真司 太田　智亮 瀬谷　敏之 長澤　明日香

ﾆｼﾔﾏ ﾁﾘ ｲﾀｶﾞｷ ﾕｲｶ ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ﾄﾀﾞｶ ﾚｲﾅ

西山　知里 板垣　結叶 社本　桜子 吉﨑　マーナ 岸田　想來 戸髙　玲奈

板垣　慎司 社本　晃 吉崎　俊朗 岸田　正邦 戸髙　知子

ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾘ ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ

井上　滉太 渋井　晃太郎 吉田　悠 佐藤　彩葉 西澤　美李 高村　仁香

井上　拓也 渋井　真琴 吉田　淳二郎 佐藤　克哉 西澤　優一郎 高村　正雄

ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ﾖｺﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ オギワラ　スイミ

石垣　龍之介 上田　涼真 横山　椿咲 荻原　すいみ

石垣　智清 上田　将之 建部　元晴 荻原　康裕

ﾋｶﾞｼ ﾛﾋﾞﾝ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾈﾀﾞ ｳﾉ ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ

東　路敏 沖田　雫 根田　うの 斎藤　碧夏

東　政紀 沖田　真一 根田　美貴 斎藤　努

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲﾔ ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ｼｹﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾅ

山崎　暖真 林田　聖也 石口　寛樹 飯田　柚月 重原　純奈

山崎　雄一 林田　信男 西川　智也 飯田　大介 重原　純一

ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ ﾆｼﾜｷ ﾕｲ

渡部　琴 西脇　優衣

渡部　俊之 西脇　大介

本公式練習ラウンドにおいて、保護者の方のｺｰｽへの立ち入りは、各組1名のカート運転手の保護者の方のみ
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。
複数名いらっしゃる場合は各組にてご相談下さい。（10歳以下の部キャディの方はその限りではございません。但し乗車可能は5名までとなります）
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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 東日本決勝大会 4月20日指定練習ラウンド

※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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