
※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
ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ﾌﾙｷ ｼｮｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｾｲ ﾊﾙﾀ　ﾀｲｼﾝ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ ﾂﾀﾞ ｺﾄﾈ ｷｼﾀﾞ ﾏｲﾅ ﾅｶｼﾞｮｳ ｼﾎ
石森　健太郎 古木　翔大 吉田　凜世 春田　大心 高橋　采未 津田　舞音 岸田　真衣奈 中條　志歩

古木　清美 津田　博司
ｲｼｶﾜ ﾉｱ ﾖﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ ｱｻﾉ ﾕｳﾀﾛｳ ｱﾀﾞﾁ ｱﾘｻ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ ﾔﾏﾑﾛ ﾕｲ ｵｸﾑﾗ ﾎﾉｶ
石川　乃亜 依田　智也 黒澤　光 浅野　友太郎 安達　有沙 横山　珠々奈 山室　結衣 奥村　穂夏
石川　新吾 安達　純子
ｶﾐﾔ ｼﾄﾞｳ ﾊﾞﾊﾞ ｾｲﾔ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ ﾅｶﾞﾖｼ ｻｴｷ ｲｲﾂﾞｶ ﾕｲ ﾏﾂｵｶ ﾊﾅ ﾐﾔｷﾞ ｷｮｳ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ
神谷　至道 馬場　聖哉 富永　龍輝 永吉　冴綺 飯塚　優衣 松岡　華 宮城　杏 大須賀　望

富永　静香 松岡　由美 大須賀　美佳
ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾋｶﾞｼ ｱﾗﾝ ｻﾄｳ ﾕｳｼﾛｳ ﾀｹﾅｶ ﾏｻｷ ｺﾞｳﾀﾞ ｱﾝﾅ ｴﾊﾗ ﾕﾐ ｾｷﾈ ｸﾙﾐ ﾀﾅｶ ﾐｷ
梅澤　拓望 東　亜藍 佐藤　雄士郎 竹中　雅貴 郷田　杏奈 江原　侑美 関根　空瑠美 田中　美妃

関根　保彦 田中　和康
ﾀｶﾂ ｱｲﾄ ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ﾂｶﾊﾗ　ﾕｳﾄ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ｲｲﾑﾗ ﾁｻ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｷ ｼﾗｲｼ ﾐﾚｲ
高津　愛富 鈴木　慈音 亥飼　台 塚原　悠斗 栗林　夏希 飯村　知紗 武田　真幸 白石　実零

栗林　良臣 白石　輝樹
ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ ｺﾞﾐﾀ ﾏﾋﾛ ﾃﾗｼﾞﾏ ﾘｮｳ ｱｻﾀﾞ　ﾀｯﾍﾟｲ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐﾚｲ ｱｿ ﾎﾅﾂ ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ
水沼　勇太 五味田　真大 寺島　諒 浅田　竜平 緑川　瑞玲 阿曽　帆夏 山本　渚月 吉津谷　彩香

浅田　昌幸 緑川　裕美子 山本　正樹
ｱﾋﾞｺ ﾀﾞｲｽｹ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｲﾄｳ ﾕｳｷ ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ｾﾀﾆ ﾏﾅｶ ｵﾉﾀﾞ ﾈﾈ ﾖｼﾀﾞ ｲｻ ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾐ
安孫子　大祐 亥飼　陽 伊藤　優希 小松　潤 瀬谷　愛佳 小野田　寧々 吉田　潔咲 長谷川　愛美
安孫子　尚人 小野田　信弘
ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾗﾉｽｹ ｽﾐｳﾁ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼｮｳ ABE HAYATO ｳﾗｻｷ ﾘｮｳ ｲｲﾉ ｼｵﾘ ｵｵﾂｶ ﾕｷﾉ ｺﾊﾞﾘ ﾊﾙｶ
中川　虎ノ介 隅内　雅人 山本　健翔 ａｂｅ　ｈａｙａｔｏ 浦崎　涼 飯野　栞 大塚　由姫乃 小針　遥花

山本　健詞 飯野　豊
ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｻｸ ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾃﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｽﾅｶﾞ ﾈﾈ ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾒｶ ﾑﾛﾊﾗ ｺﾉﾐ ﾐｽﾞｼﾏ ｾｲｶ
平山　幸作 松澤　虎大 山口　桂一朗 伊藤　大登 須永　ねね 角田　夢香 室原　好乃実 水島　聖佳
平山　敬裕 須永　眞一
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾀﾞｲ ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ ﾄｷﾓﾄ ｺｳｼ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾄ ﾐﾂｷﾞ ﾅｷﾞ ﾏﾂｵ ﾐｻｷ ｻﾉ ｶﾅ
富澤　大 岡田　隼輔 吉沢　己咲 時本　晃志 橋爪　莉都 三次　凪 松尾　美咲 佐野　夏奈

三次　徹
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ﾎｿﾀﾞ ｹｲﾀ ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ ｲﾀﾊﾞｼ ﾘｭｳｽｹ ﾆｶｲﾄﾞｳ ｴﾘ ｷｼﾀﾞ ﾋﾅﾉ ﾄｷﾀ ｻｷ ｷﾔﾏ ﾐｵ
齊藤　大翔 細田　啓太 平野　誠一 板橋　隆佑 二階堂　恵莉 岸田　妃奈乃 時田　咲希 歸山　美音

二階堂　剛史
ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾅｶﾔﾏ ﾏﾋﾛ ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭｳﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾗﾝ ｵｶﾔｽ ﾏｲ コミヤ チヅル

相原　涼汰 榎本　聖大 中山　真尋 宮下　十翔 中澤　凜音 松本　蘭 岡安　真衣 小宮　千鶴
松本　賢一 小宮　勝時

ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾄﾉ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ ﾅｶﾔﾏ ｵｵｷ
神山　結和 宮城　柚 川口　ことの 池上　愛菜 萩原　優輝 高橋　翔 中山　大生

宮城　ひとみ 川口　洋平 高橋　正明
ﾊﾏ ｱﾔﾒ ﾊﾔｼ ｱｷﾐ ﾆｼﾜｷ ﾏﾎ ﾏﾂﾓﾄ ｶｺﾉ ﾓﾃｷﾞ ﾋﾅﾀ ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾙ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾁｶｼ
濱　朱姫 林　愛輝美 西脇　真帆 松本　花仔乃 茂木　陽太 清水　奏琉 出口　千加志

西脇　由美子 松本　和之 清水　健太郎 出口　広志
ﾄﾞｳｹｲ ｺﾕｷ ｶﾂﾀ ﾊﾅ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾐﾕｷ ｼﾉﾀﾞ ｱｷﾗ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｪｻﾝ ﾋﾛｲ ｱﾂﾄ ﾋﾗｷ ｺﾞｳﾀﾞｲ
洞鶏　小雪 勝田　花菜 松枝　未倖 篠田　麗 山口　吉盛 廣井　惇人 平城　豪大
洞鶏　英夫 勝田　康治 平城　正雄
ﾖｼﾉ ｺﾕｷ ﾅﾂｶﾜ ﾙｲ ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ ｻﾉ ﾐﾅ ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｲﾄ ﾐｶﾐ ﾋﾃﾞｻﾄ ﾌｼﾞｲ ｵｳｽｹ ｶﾐﾔﾏ　ﾀｲﾁ
吉野　小雪 夏川　琉衣 小宮　千愛 佐野　美奈 橋詰　海斗 三神　秀郷 藤井　應丞 神山　泰地
吉野　明 夏川　陽久 藤井　隆 神山　貴光
ﾋﾛｲ ﾘｮｳｽｹ ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞｻｷ　ﾘｮｳｹﾝ ｾｷ ﾘｵｳ ｿﾉﾍﾞ ﾋﾛﾄ ｶﾈｺ ﾗｸ ﾌﾀﾐ ｹｲｺﾞ
廣井　崚介 水沼　勇太 長崎　稜賢 関　莉生 園部　大翔 金子　楽來 二見　慶吾
廣井　幹也 水沼　貞夫 長崎　佳子 金子　弘行
ｵｸﾞﾗ ﾘｷ ﾅｶﾔﾏ ﾚｵﾄ ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ ﾆｲﾉ ﾕｽﾞﾊ ｷﾔﾏ　ﾘｵ
小倉　理生 中山　怜音 河村　朋輝 平林　蒼唯 新野　柚葉 歸山　璃音
小倉　義紀 中山　要秀 河村　広明 平林　淳司 新野　基 歸山　雄祐
ﾄﾖｼﾏ ﾏｻﾊﾙ ﾋｶﾞｼ ﾛﾋﾞﾝ ﾎｼﾉ ｺｳｷ ﾅｶﾔﾏ ﾏﾐｺ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ｵｾﾞｷ　ﾒｲ
豊嶋　柾晴 東　路敏 星野　煌貴 仲山　真珠子 龍本　奈月 小関　萌衣
豊嶋　義之 東　政紀 星野　麻衣子 仲山　功 龍本　佳輝 小関　一秀
ﾎｼﾉ ﾀｲｷ ﾃﾗｶﾄﾞ ｺﾀﾛｳ ﾔﾀﾞ ｹﾝｼ ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓﾈ ﾓﾃｷﾞ ﾋﾏﾘ ﾆｼﾜｷ ﾕｲ
星野　泰輝 寺門　虎太朗 矢田　賢司 庄司　百希 茂木　陽葵 西脇　優衣
星野　和宏 寺門　聡 矢田　純一郎 井上　徹 茂木　邦彦 西脇　大介
ｾｷ ｲﾌﾞｷ ｵｶﾔｽ ﾊﾙｷ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ ｲﾅﾑﾗ ｶｸﾞﾔ ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ
関　夢生 岡安　悠稀 吉田　有輝 稲村　かぐや 竹田　妃菜
関　和貴 岡安　達也 吉田　ひろし 稲村　光城 竹田　順伍
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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23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→7－8男 15-18女→13-14女→11-12男→9-10女→7-8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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☆ボランティア　中山　好
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