
※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。）
※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
ﾌﾙｾ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾏ ﾐﾔｹ ﾕｳｷ ｽﾄﾞ ｻﾕﾘ ｶﾗｷﾀﾞ ﾘﾉ ﾀｸﾞﾁ ﾗﾝﾅ
古瀬　幸一朗 寺西　遼馬 三宅　勇輝 簀戸　佐結理 唐木田　梨乃 田口　蘭名

寺西　雅弘 唐木田　博光
ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ｶﾒｲ ｿｳﾀ ﾅｶﾀﾆ ﾀﾂｷ ｲﾜﾀﾆ ｶﾅ ﾏｽﾀﾞ ｾﾘ ﾖｼｵｶ ﾐｽﾞｷ

藤井　想大 亀井　壮汰 中谷　樹 岩谷　奏 益田　世梨 吉岡　瑞葵
藤井　邦彦 岩谷　健作
ｶﾜｻｷ ﾀｶﾄ ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾝ ｵｵﾐﾔ ｶｺ ｳﾒｽﾞ ﾏﾕﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾐ
川崎　天翔 和田　流星 竹内　瑛信 大宮　佳子 梅津　真優美 中村　優海

ｱﾗﾐﾂ ﾋﾛﾄ ｼﾗｲ ｱｷﾗ ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳｷ ｶﾜﾍﾞ ﾀｸﾐ ｲﾉｼﾀ ｱｲｶ ﾀｹﾋﾛ ｴﾐﾘ ﾆｼﾔﾏ ﾋｶﾘ ﾊﾔｼ ｱｲｺ

荒光　啓登 白井　瑛 杉原　光紀 河邉　匠 井ノ下　愛華 武廣　えみり 西山　星空 林　あいこ
西山　幸男

ｳﾈ ﾀｲﾁ ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｵﾝ ﾐﾊﾗ ｿｳﾏ ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ ｱﾎﾞ ｺﾄﾐ ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ﾔﾏｵｶ ﾙｲ

宇根　大智 堀口　獅恩 三原　颯真 山田　胡花 安保　寿美 河邉　りえ 山岡　瑠生
三原　明典 山田　ルミ

ﾏﾅﾍﾞ ｺｳ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾛ ﾐﾔｹ ﾕﾅ ﾏﾆﾜ ﾐｶ
眞鍋　晄生 林田　直也 辻　大成 川端　悠衣 中村　心 三宅　結菜 真庭　光花
高橋　正樹
ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭｷﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳﾔ ﾊﾏﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ ｻｶﾓﾄ ﾀｲｶﾞ ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾀ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾗ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ
小川　寿興翔 山下　竜弥 濵山　文飛 坂本　大賀 藤澤　聖太 池田　侑羅 松本　瞬乃介

池田　明子

ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ ﾓｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾏﾉｼﾛ ﾊﾔﾄ ﾋﾗｵ ｶｹﾙ ﾊﾗ ﾃﾂﾀﾛｳ ﾅｶﾓﾄ ｵｳｷ ﾌｼﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ
広山　功喜 竹内　康晴 茂刈　淳晟 馬城　颯士 平尾　翔 原　鉄太郎 中本　旺希 藤田　一平

原　敬
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅﾐ ﾊﾀ ﾌﾐｶ ﾏﾂｵ ﾓﾓｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾊ ｵｶﾀﾞ ﾚｵﾝ ｱﾗｲ ﾋﾛｷ ｱｻﾀﾞ ｾﾝｼﾞｭ ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｼ
山田　花桜 秦　悠栞 松尾　桃子 小林　夢羽 岡田　怜音 荒井　鵬貴 浅田　千年樹 高山　大維志
山田　伸一 秦　亘 松尾　新吾 荒井　勇輝 浅田　慎子
ｲﾉｳｴ ｱﾐﾅ ﾏﾆﾜ ｻｷ ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ ﾅｶｵ ﾑｱ ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ
井上　蒼海奈 真庭　咲希 長岡　優稀 中尾　夢彩 林田　聖也 前田　哲宏 上田　大地
井上　達夫 長岡　賢一 林田　信男 前田　孝基 上田　将之
ﾅｶｳｴ ﾘｮｳﾏ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾋﾗｵ ｼｭﾝｽｹ ﾀﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ
中上　遼真 上田　涼真 和田　理雄星 平尾　駿介 龍本　晃 廣木　直翔
中上　忠則 上田　雅代 和田　政春 平尾　英嗣 龍本　千愛 廣木　梨恵
ﾀｵﾀﾞ ｻｸｱ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ ﾀｹﾋﾛ ｷﾗﾘ ﾃﾗｵｶ ｺｳ
垰田　朔天 沖田　雫 岡村　昂汰 武廣　きらり 寺岡　虹
垰田　竜二 沖田　真一 岡村　憲次 武廣　亮介 寺岡　靖二
ｷｸﾁ ｶﾘﾅ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾃﾗｵｶ ﾘｵﾝ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁﾂﾞﾙ ｻｻｷ ﾊﾅｺ
菊地　かりな 龍本　奈月 寺岡　鈴音 川端　千鶴 佐々木　花虹
菊地　武 龍本　佳輝 寺岡　早織 川端　剛 藤原　伸生
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PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会中国・四国予選 3月2日(土)東広島カントリークラブ

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

※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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