
※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
ｼｲﾅ ﾕｳｽｹ ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ ﾂﾀﾞ ﾏｻﾄﾗ ﾁﾀﾞ ﾓｴｶ ｷﾑﾗ ﾕｳｶ ﾑﾗﾀ ﾕｳ ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾕｳ
椎名　優介 伊澤　健人 藤井　優音 津田　雅虎 千田　萌花 木村　友香 村田　結 安西　美優

藤井　久英
ｲｲﾂﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ ｵｵﾄﾓ ﾖｳｽｹ ﾏﾆﾂｸｽ ｼﾞﾖｲｱｹﾐ ｲﾁﾑﾗ ｱﾝ ﾎﾘｺｼ ｺｺｱ ﾀｶｻﾄ ﾕｷｺ
飯塚　健太朗 藤澤　諒 大友　陽介 繰上連絡中 マニックス　ジョイ明美 市村　杏 堀越　心愛 高里　由貴子

ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｾｷﾈ ﾄｳﾏ ﾉｾ ﾕｳﾄ ﾃﾙｷﾅ　ｱｻﾋ ｱﾏﾀﾞ ﾋﾛ ｶﾀﾉ ｱｲﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ ｲｼﾊﾗ ﾏｳ
市村　翔太郎 関根　東馬 野瀬　雄斗 照喜名　朝昇 天田　皓 片野　あいみ 山﨑　那奈 石原　麻羽
市村　耕一 野瀬　ゆかり 照喜名　千加子

ｸﾏｶﾞｲ ﾁｱｷ ﾏﾔﾏ ｼｮｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ ﾔﾏﾉｸﾁ ｿﾗ ﾏｷ ｿﾖｶ
熊谷　地陽 間山　翔哉 高橋　直樹 佐藤　快斗 飯田　夏葵 小俣　柚葉 山之口　空 真木　そよ香

高橋　勝 佐藤　亮一
ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ﾓﾄﾑﾗ ｱｶﾈ ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｸ ﾂﾂﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾄﾖｼﾏ ﾋﾛｱｷ
佐藤　彩葉 本村　紅音 繰上連絡中 田口　青空 堤　俊太郎 豊嶋　泰章
佐藤　克哉 本村　裕子 堤　圭一郎 豊嶋　成人
ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ ｺﾞﾋｰﾝ ｿﾌｨｱ ｷﾇｶﾜ ﾏｲ ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾁｬﾄﾞ ｵｵﾉ ｼｮｳｽｹ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
五十嵐　凛 ゴヒーン　ソフィア 衣川　真唯 齋藤　裕 宇田川　理茶度 大野　政佑 平林　大樹
五十嵐　健太郎 ゴヒーン　理香衣川　純子 齋藤　正彦 宇田川　清悟

ｶﾜﾉ ﾐﾗｲ ｱﾝｻﾞｲ ﾐｿﾗ ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ ｾｷ ｼｮｳﾀ ﾔｺﾞ ｴｲｼﾞ ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾐﾁ ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ
河野　海来 安西　美空 高村　仁香 関　翔汰 矢後　英俊 山本　咲道 村田　椋
河野　大地 安西　智和 高村　正雄 矢後　英樹 村田　勇
ｷｸﾁ ｶﾘﾅ ﾀｼﾞﾏ ｱﾝｼﾞｭ ｶﾅﾔ ｷﾋﾛ ﾌｾ ﾀｸﾐ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ ﾀｼﾞﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾔﾏ ﾂﾖｼ
菊地　かりな 田島　杏珠 金谷　希優 布施　拓海 藤井　大地 田島　柊一郎 仲山　剛
菊地　武 田島　敦子 金谷　圭一 布施　武雄 田島　茂満
ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾓ ｽｽﾞｷ ｶﾌｳ ｻﾜﾊﾀ ｻｷ
原田　桃 鈴木　花風 澤端　沙輝
原口　浩二 鈴木　秀治 澤端　裕太
ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ｻﾉ ｺﾊﾙ ｵﾏﾀ ﾕﾘﾅ ﾂﾎﾞｲ ﾉｱ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾘ ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ
荻原　すいみ 佐野　心春 小俣　百合菜 坪井　乃杏 西澤　美李 吉田　沙羅
荻原　康裕 佐野　寛子 小俣　正子 吉田　哲雄
ﾅｶﾉ ｲﾛﾊ ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｱ ｱﾏﾀﾞ ﾜｺ ｱｵｷ ﾙｶ ﾀｶｻﾄ ﾏｷｺ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ
中野　彩葉 永井　夢亜 天田　和杏 青木　琉花 高里　真貴子 須藤　みかな
中野　真弓 永井　康秀 天田　雅伸 青木　則芳
ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾉ ｱﾗｷ ﾕｲ ﾎﾘﾍﾞ ｱｵｲ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ﾄﾀﾞｶ ﾚｲﾅ
山下　蒼生 山口　璃乃 荒木　結衣 堀部　葵 岸田　想來 吉﨑　マーナ 戸髙　玲奈
山下　勝義 山口　恒弘 荒木　千恵 堀部　玄
ﾖｼｻﾞｷ ｶｲﾄ ｵﾉ ｼﾝｹﾞﾝ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｱﾗｲ ｺﾓﾓ ｲﾄｳ ｱｲｶ ｶﾅﾔ ｲﾂｷ
吉﨑　カイト 小野　心源 安西　歩美 新井　小桃 伊藤　愛華 金谷　一希
吉崎　秀美 小野　和男 新井　紀彦
ﾐﾈﾑﾗ ﾚｲ ｼﾓｻﾞｷ ｱｵﾄ ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ ｲｼｲ ｹｲ ﾄﾑﾗ ｿｳﾀ
峯村　怜 下崎　蒼大 戸髙　隆世 石井　圭 戸村　空汰
峯村　学 下崎　一成 戸髙　剛 石井　美由紀 戸村　裕子
ﾓﾘ ﾅｵｷ ｱﾍﾞ ｿｳﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ ｲﾏﾔ ﾏｻﾀｶ ｻｶﾀ ﾔﾏﾄ ﾖﾀﾞ ﾕｳｾｲ
森　巨希 阿部　創多朗 高橋　海斗 今屋　大雄 坂田　大和 依田　悠誠
森　真独香 阿部　清一朗 高橋　篤史 今屋　朝子 坂田　康彰 依田　隆志
ﾌｼﾞｲ ﾀｲﾖｳ ｻﾜﾀﾞ ｾｲﾔ ｽﾄﾞｳ ﾊﾝﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｵｪﾝ ｺｰｳ ｶﾀﾉ ｶﾝｲﾁﾛｳ
藤井　太陽 沢田　聖也 須藤　はんと 渡邉　日向 翁　浩宇 片野　貫一朗
藤井　修 沢田　和弘 須藤　典久 渡邉　尚子 翁　則輝 片野　信介
ﾐﾔﾉ ｱﾙﾄ ｻｶﾀ ﾕｳﾄ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ ﾑｶｲ ﾘｮｳﾏ
宮野　歩大 坂田　優和 柳田　圭輝 山崎　暖真 向井　龍真
宮野　敏一 坂田　祐子 柳田　紀昭 山崎　雄一 向井　公一
ﾀｶｾ ﾘｸ ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ ｲｼﾂﾞｶ ｹｲｽｹ ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｶﾐﾅｶﾞ ﾅｵｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ
高瀬　莉空 山田　空 石塚　慶介 根本　翔汰 神永　直輝 大久保　友貴
高瀬　宏之 大庭　征之 石塚　良介 根本　英輝 神永　輝明 大久保　朋矢
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ ﾜﾀﾍﾞ ｱﾝｼﾞｭ ﾖｼﾏﾂ ﾕｳﾏ ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾌﾐ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾋｶﾞ ﾚｵ
櫻井　悠翔 渡部　杏樹 吉松　優馬 宮崎　智文 沖田　雫 比嘉　玲王
櫻井　奨司 渡部　真吾 吉松　智喜 宮崎　禎子 沖田　真一 エンジ　レオン
ﾀｶｳﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ ｸﾛｴ ｼﾞﾝ ｲｼﾀﾞ ﾘﾀﾛｳ ﾄﾖｼﾏ ﾀｶﾕｷ ｱﾏﾉ ｷｲﾁ ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾀｽｸ
高浦　丈慈 黒江　仁 石田　理汰郎 豊嶋　剛幸 天野　季一 荻窪　翼
高浦　洋一 黒江　浩史 石田　理子 豊嶋　裕美子 天野　一太
ﾑﾗｶﾐ ｾﾅ ｿﾉ ｶｽﾞﾏ ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ ﾀｶｳﾗ ｲﾌﾞｷ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｱﾗｷ ｹｲﾀ
村上　世夏 園　和真 稲葉　輝海 高浦　維吹 吉田　隼翔 荒木　敬太
村上　哲平 園　真規 稲葉　靖子 高浦　洋一 荒木　正史
ｿﾝ ｺｳﾀ ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｶﾌﾞﾗｷ ﾘｵ ｻﾉ ﾐｻｷ ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ
孫　弘泰 金澤　龍 蕪木　梨央 佐野　心咲 小野澤　マリア
孫　みちえ 蕪木　登 佐野　正典 小野澤　幸雄
ｼﾉﾊﾗ ｵｳｼ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾐｲ ｼｹﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾅ
篠原　桜司 望月　結 飯田　柚月 高橋　美衣 重原　純奈
篠原　健司 望月　直樹 飯田　大介 高橋　清美 重原　純一
ﾓﾄﾑﾗ ｱﾔｶ ﾅﾐｷ ｱｲﾅ ｷﾀ ﾏﾘﾝ ｷﾇｶﾜ ﾏﾕ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｵ
本村　彩歌 並木　藍那 北　茉凛 衣川　真夢 長峰　美桜
本村　弘貴 並木　由紀子 北　渚 衣川　朋一 長峰　雅尚
ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾚﾅ ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ ｼﾊﾞｻｷ ﾐｿﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾀ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｱﾝ ｵｷﾞｸﾎﾞ ｿﾗ
ゴヴォロヴスキー　麗奈 高橋　なつ希 Ｓｈｉｂａｓａｋｉ　ｍｉｓｏｒａ 渡邉　海向 西澤　美杏 荻窪　蒼莱
ゴヴォロヴスキー　セルヒー高橋　慶 柴﨑　真 渡邉　裕也 西澤　優一郎 荻窪　浩司
ｶｲｶﾞﾜ ｱｲﾘ ｷｼﾀﾞ ｺﾉ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ
粥川　愛莉 岸田　瑚乃 大栗　愛珠
粥川　久美 岸田　正邦 大栗　崇司
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10 8：12
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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　関東予選及びＵ６決勝大会

15－18男→13－14男→9－10女→7-8男子→U6男女 15－18女→13-14女→11－12男→11－12女→9－10男→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。　.

３月２７日（水）ﾑｰﾝﾚｲｸｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ　鶴舞ｺｰｽ
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1 7：00 1

2 7：08 2

3 7：16 3

4 7：24 4
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