
※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
ｻｶｲ ﾄﾜ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ ﾄﾖﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ ﾉﾅｶ ﾘﾘｺ ｵｵｶﾞ ﾋﾛｶ ﾄｳﾔ ﾊﾙﾅ ｲﾊ ﾘｲﾗ
堺　永遠 藤原　直輝 豊田　篤弘 橋本　侑樹 野中　凛々子 大賀　裕花 東家　春奈 伊波　莉羅
堺　義一 大賀　由美
ﾀｶﾀﾞ ﾚｲﾔ ﾅｶﾉ ｹｲｼｮｳ ｲｻﾞﾜ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｴｶﾞﾜ ｺﾄﾐ ｻﾄｳ ｺﾊﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾒﾉ ﾐﾔｹ ｻﾗ
高田　麗弥 中野　恵將 伊澤　丈一郎 豊田　真太郎 江川　琴実 佐藤　来春 仲村　姫乃 三宅　紗来

中野　幾一郎 江川　英樹
ｶﾔｼﾏ ﾘｭｳﾀ ｺﾒｽ ｷﾖﾕｷ ﾎｼﾅ ﾀｲｼﾞｭ ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾏ ﾆｼｶﾜ ﾎﾉｶ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾉ ｲﾓﾄ ｻｷ ﾎﾝﾀﾞ ｻﾗﾝ
茅島　隆太 米須　清幸 保科　太寿 上山　捷馬 西川　穂乃香 島袋　ひの 井元　咲希 本田　彩蘭

ｱｷﾀｶ ﾋﾛｵ ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾎｳ ｽｴﾂｸﾞ ﾌﾐﾔ ｱｶｾ ﾆｲﾅ ﾎｶｿﾞﾉ ﾘﾘｶ ｵｵｳﾁ ｻｸﾗ ﾆｼｶﾜ ｶﾎ
秋高　大旺 山川　雄太郎 木下　大峰 末次　史弥 赤瀬　新菜 外園　莉々華 大内　桜 西川　果穂

山川　雅嗣
ﾖﾈ ﾏｻﾉｼﾝ ｾｷﾉ ｺｳｷ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾐﾔｹ ﾘｭｳｼﾝ ｷｸﾔﾏ ｻﾔ ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ ﾊﾔﾐ ﾘﾝｶ ﾖｺｵ　ﾐﾉﾘ
米　誠ノ心 関野　晃希 吉田　京介 三宅　琉心 喜久山　紗弥 吉川　華鈴 速水　梨花 横尾　　みのり
米　亜希子
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾝ ｶｼﾞﾜﾗ ｱﾂﾔ ｾﾗ ﾋﾛﾑ ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾄ ｳｴﾑﾗ ﾚｲｺ ﾊﾔｼ ｻﾔｶ ﾏﾙｵ ﾚｲﾅ ｲｼﾊﾗ ﾅｷﾞｻ
西川　優臣 梶原　敦也 世良　博 冨田　大翔 ＵＥＭＵＲＡ　ＲＥＩＫＯ林　明花 丸尾　羚水 石原　渚裟

梶原　洋一 瀬戸山　光明
ｺｸﾎﾞ ﾋﾛﾄ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸ ﾀｶﾞﾜ ﾊﾔﾃ ｱﾘｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝ ﾊﾙﾔﾏ ｱｲ ﾂｶﾓﾄ ｺｺ ﾔﾏｳﾁ ﾐｵ ﾊﾀﾞ ﾅﾅｶ
小窪　都斗 村松　陸 田川　隼禎 有薗　純 春山　愛 塚本　心々 山内　美桜 羽田　菜々夏

村松　浩 羽田　幸司
ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾄ ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾄ ウエヤマ　タイガ ﾅｶﾔﾏ ｽｽﾞｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾗﾝ ｱｼﾀﾆ ﾕﾒｶ ｶﾜﾉ ｷｵﾗ ＹＯＳＨＩＯＫＡ　ＨＯＮＯＫＡ

市丸　貴翔 石橋　拓門 上山　虎雅 中山　凉希 川口　らん 芦谷　夢華 河野　きおら ＹＯＳＨＩＯＫＡ　ＨＯＮＯＫＡ

市丸　忠直 川口　博美
ﾎﾝﾀﾞ ﾑｳﾙ ﾖｼﾏﾂ ｽｽﾞﾅ ﾅｶﾏ ﾘｵ ｼﾊﾞﾀ ｱﾐ ﾎｶｿﾞﾉ ｶﾚﾝ ｽｶﾞ ﾌｳｶ ﾉｾ ﾐｵﾝ ｲﾉｳｴ ｷｷ
本田　夢麗 吉松　鈴梨 中間　理桜 柴田　あみ 外園　華蓮 菅　楓華 能勢　望央 井上　葵姫

吉松　栄文 井上　輝
ﾆｼｶﾜ ﾏﾎ ｶﾔ ﾓﾓｶ ﾖｼﾀｹ ﾘﾝ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲﾅ ｶﾜﾉ ｻｴ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾘｰﾇｻﾔｶ ﾏｽﾅｶﾞ ｱﾐ ﾋﾀﾞﾘ ﾅﾅ
西川　真穂 賀谷　ももか 吉武　凜 藤本　愛菜 河野　咲愛 渡部　セリーヌ清香 益永　彩未 左　奈々
西川　篤次 渡部　和義
ｼﾘｴﾀﾞ ﾓｴｶ ﾄﾐﾀ ﾕｷ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ｲｲｽﾞﾐ ﾙｲ ﾎｶｲﾜﾄﾞ ｾｲｼﾞ ﾔﾏｻｷ ﾖｼﾔ ﾏﾙｵ ﾚｵ ｸﾛｷﾞ ｼﾝﾉｽｹ
尻枝　萌華 冨田　有紀 豊田　ヒカル 飯泉　瑠偉 外岩戸　晟士 山崎　義也 丸尾　怜央 黒木　慎之介

豊田　新 山崎　徹也
ﾋﾗｵ ｻｷ ﾊﾀﾀﾞ ﾙｲ ｻﾀﾞｵｶ ｱｲﾅ ﾅｶﾊﾀ ｱｺ ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ ｱｲﾂﾞ ｾｲﾉｽｹ ﾔﾅｲ ｺｳｽｹ
平尾　咲希 畠田　瑠 貞岡　愛依菜 中畑　愛子 長崎　煌心 小野　翼 會津　誠之輔 柳井　洸祐

畠田　政昭 會津　栄一
ｶﾀｵｶ ｱﾐﾘ ｺｼﾞﾏ ﾏﾘﾅ ｵｵｻｶ ﾊﾙｶ ﾉﾐﾂ ﾘﾉ ｱﾄﾈ ﾏﾅﾄ ｾｷﾉ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾞﾀ ﾙｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ

片岡　彩実里 小嶋　真莉菜 逢坂　遥 野満　俐乃 後根　愛斗 関野　雄希 永田　琉生 山本　大勢
西田　富男 後根　佳恵 関野　健

ﾅｶｿﾈ ﾘｮｳｶﾞ ﾊﾅﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｸｶﾞ ｹﾝｼﾝ ﾖｼﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾌﾟｳ
仲宗根　諒翔 花田　幸之助 平田　兼慎 橋本　一樹 久我　健心 吉永　匡一郎 西嶋　元風
仲宗根　旭 花田　典久 平田　靖彦 西嶋　節夫
ｱﾅｲ ﾉﾌﾞﾅｵ ｵｵﾏﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾋﾗｵ ｺｳﾀ ｵﾀﾞ ﾕｳﾕ ﾋｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
穴井　伸直 大町　晋太郎 平尾　孝太 小田　祐夕 稗田　千夏
穴井　伸彦 大町　精作 平尾　充孝 小田　浩文 稗田　幸平
ｺﾞﾔ ﾖｳｾｲ ﾅｶﾞｻｷ ﾀｲｾｲ ｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾘﾝ ｲﾉｳｴ ﾗﾆｲ ﾌｼﾞﾉ ｿﾗ
呉屋　陽星 長崎　大星 江田　龍生 林田　万輪 井上　來虹 藤野　蒼來
呉屋　琢磨 長崎　慎太郎 江田　龍彦 林田　十士男 井上　愛 藤野　寛久
ﾅｶﾏ ﾘｷ ｲﾉｳｴ ｵｵﾘ ｸﾛｷﾞ ｱｲﾄ ﾏﾙｵ ｼｲﾅ ﾎｶｿﾞﾉ ｶﾘﾅ ﾔﾅｲ ｱｲｺ
中間　理稀 井上　大鳳 黒木　愛斗 丸尾　海七 外園　華莉南 柳井　愛子

井上　耕平 黒木　慎太郎 丸尾　高範 柳井　奈実子
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾀﾑﾗ ﾋﾛ ﾏﾂｼﾀ ｶﾅﾘ ﾖｼｽﾞﾐ ﾓﾓｶ ﾎｼﾋﾗ ｱｲ
山本　昂生 亀田　悠生 田村　比呂 松下　可育 吉住　百華 星平　愛
山本　正樹 亀田　学 田村　正義 松下　定男 吉住　直彦 星平　周一
ｴﾀﾞ ｲﾄ ﾉﾅｶ ﾕｳﾄ ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾝ ｸｻﾊﾞ ﾐｳ ﾂﾂﾐ ﾚｲﾅ ｼﾗｻｶ ﾕﾅ
江田　伊兎 野中　優斗 西川　昊臣 草場　美羽 津々見　怜奈 白坂　優奈
高武　大輔 野中　義則 西川　愛 草場　清勝 津々見　景 白坂　充
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1 8：00 1

2 8：09 2

3 8：18 3

4 8：27 4

PGM　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 九州・沖縄予選　2月23日（土）ワールドカントリー倶楽部

※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。　.

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