
※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。

※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
ｷﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ ｴｶﾞﾜ ｺﾄﾐ ｲﾓﾄ ｻｷ ﾆｼｶﾜ ｶﾎ ﾕﾊﾗ ﾋｶﾙ ﾌﾙｾ ｺｳｲﾁﾛｳ ｺｳﾉ ﾘｮｳｽｹ

木村　葉月 江川　琴実 井元　咲希 西川　果穂 湯原　光 古瀬　幸一朗 河野　涼介

江川　英樹 井元　茂樹 湯原　健

ﾀｶｷﾞ ﾐﾕ ｱｵﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ ｵｷﾞﾉ ﾋﾏﾘ ﾆｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ ｲｼｶﾞｷ ｶﾝﾀ ｼﾏｽｴ ﾀｲﾖｳ ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ

高木　美佑 青山　緑 小木野　陽鞠 西田　奈々実 神田　悠貴 石垣　敢大 島末　大洋 竹内　大悟

西田　演男 竹内　隆弘

ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅｺ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾉ ｳﾒｽﾞ ﾏﾕﾐ ｵｵﾆｼ ｻﾄﾜ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾏ ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳｷ ｺﾒｽ ｷﾖﾕｷ

稲垣　那奈子 島袋　ひの 梅津　真優美 大西　里和 藤原　直輝 上山　捷馬 杉原　光紀 米須　清幸

稲垣　宣子

ｲﾊ ﾘｲﾗ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾗ ﾀﾅｶ ｺｺﾛ ﾅｶﾉ ｹｲｼｮｳ ｵｶ ﾄｳｺﾞ ﾏｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ ﾃﾗﾆｼ ﾘｮｳﾏ

伊波　莉羅 藤原　侑奈 田中　珠蘭 田中　こころ 中野　恵將 丘　尊伍 益田　航 寺西　遼馬

ﾏｽﾀﾞ ｾﾘ ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾘ ﾌｼﾞｲ ﾐｳ ﾎｶｿﾞﾉ ﾘﾘｶ ｾﾐｶﾜ　ﾀｲｶﾞ ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ ｶﾒｲ ｿｳﾀ

益田　世梨 杉浦　愛梨 藤井　美羽 外園　莉々華 蝉川　泰果 新井　隆一 亀井　壮汰

蝉川　佳明 新井　恵子

ﾏﾙｵ ﾚｲﾅ ｷﾉｼﾀ ﾐｳ ｶﾂﾐ ﾚｲ ﾀｶｷﾞ ｱﾔｶ

丸尾　羚水 木ノ下　美宇 勝見　莉衣 髙木　綾夏

ｽｶﾞ ﾌｳｶ サダモト　ヤヤ ｶﾐｸﾎﾞ ﾐｻｷ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ ｺｽｷﾞ ﾋｼｮｳ ｶﾜﾊﾗ ｻｸﾀﾛｳ ﾋﾗﾈ　ｹｲｽｹ

菅　楓華 定本　八彌 上久保　実咲 神谷　桃歌 小松　大洋 小杉　飛翔 川原　朔太郎 平根　佳亮

定本　愛子 上久保　訓 神谷　真美子 金谷　雅典

ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾛ ｲｼﾊﾗ ﾅｷﾞｻ ｷﾉﾓﾄ ｿﾗ ｼﾗﾉ ﾕｽﾞｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸ ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾄ

中村　心 石原　渚裟 木ノ本　星空 白野　柚稀 村松　陸 大谷　翼 市丸　貴翔

村松　浩 大谷　秀人 市丸　忠直

ﾖｺﾞ ﾕｲﾅ ﾎｶｿﾞﾉ ｶﾚﾝ ﾅｶｼﾏ ﾅﾅﾐ ｻﾗｷ ﾀｲﾁ ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾅｵﾔ ｱﾘｿﾞﾉ ｼﾞｭﾝ ｺｸﾎﾞ ﾋﾛﾄ

與語　優奈 外園　華蓮 中島　七海 皿木　大智 林田　直也 有薗　純 小窪　都斗

林田　智子

ﾔﾏﾜｷ ｱｲﾘ ｱﾎﾞ ｺﾄﾐ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾀ ウエヤマ　タイガ ﾐﾊﾗ ｿｳﾏ

山脇　愛璃 安保　寿美 川端　悠衣 吉田　京介 中川　瑛太 上山　虎雅 三原　颯真

吉田　博史

ﾋﾀﾞﾘ ﾅﾅ ｲﾉｼﾀ ｱｲｶ ﾎﾘｶﾜ ﾊﾅ ﾋﾛﾔﾏ ｺｳｷ ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ ｲｼｶﾞｷ ｼｭｳ

左　奈々 井ノ下　愛華 堀川　雪花 広山　功喜 新井　龍紀 石垣　珠侑

堀川　岳晴 新井　隆洋

ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ ﾖｼﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ｵｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ ｵｵﾆｼ ｼｮｳｶ キクタ　ヒナ ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ ﾏﾙﾔﾏ ｶﾚﾝ

長崎　煌心 吉永　匡一郎 岡橋　虎之介 大西　翔駈 菊田　ひな 西村　雛 清水　遼奈 丸山　夏蓮

吉永　悦子 菊田　徹 清水　義和

ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ ｶﾒｲ ｶﾝﾀ ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾅｶﾏ ﾘｵ ﾏﾂﾀﾞ ｼｽﾞｸ ﾏﾂｵｶ ｱﾝｼﾞｭ

武田　紘汰 亀井　幹大 今村　吏桜 松本　瞬乃介 中間　理桜 松田　雫 松岡　杏樹

松田　純子

ｱｶﾏﾂ ｾｲｼﾝ ｶﾉ ﾀﾞｲｷ ﾏﾙｵ ﾚｵ ﾀｶﾔﾏ ﾀｲｼ ﾅｶｼﾏ ﾂｷﾊ ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ

赤松　成眞 加野　大葵 丸尾　怜央 高山　大維志 中嶋　月葉 長岡　優稀 北川　紗玖楽

中嶋　知洋

ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ｶﾐﾑﾗ ﾔﾏﾄ ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ ﾋﾗｵ ｻｷ

進藤　太雅 上村　大和 石垣　龍之介 日比野　邑香 渡邊　紗弥華 平尾　咲希

渡邉　久美子

ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾌﾟｳ ﾏﾂｲ　ﾘｳﾗ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｻｶｲ ﾘｺ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲﾅ

西嶋　元風 松井　琳空海 篠原　和樹 酒井　理琴 豊田　ヒカル 藤本　愛菜

西嶋　節夫 峯森　久夫 篠原　聖 酒井　康年

ｴｽﾞﾃﾞﾝｼ ﾁﾅｻ ﾋﾗﾔﾏ ｺｺﾛ ﾄｸｼﾏ ﾋﾛﾄ ｸﾛｷﾞ ｱｲﾄ ﾏﾆﾜ ﾊﾔﾄ

エズデンシ　ちなさ 平山　心暖 徳島　寛人 黒木　愛斗 馬庭　隼人

林　文彦 平山　雄大 徳島　康寛 黒木　千華子 馬庭　強

ﾏﾂｼﾀ ｶﾅﾘ ﾏﾙｵ ｼｲﾅ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊ ｽｽﾞｷ ﾚｵ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

松下　可育 丸尾　海七 福田　美来 中山　智晴 鈴木　蓮央 上田　涼真

丸尾　高範 福田　健吾 中山　武信 鈴木　亮一 上田　将之

ワタベ　コト ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾜ ﾓﾘ ﾊﾙｷ ﾀﾂﾔﾏ ﾘｮｳ ｷﾑﾗ ﾙｲ

渡部　琴 荻原　すいみ 坂口　実環 森　春喜 龍山　稜 木村　塁

渡部　俊之 荻原　康裕 坂口　実 森　和彦 龍山　真 木村　亮

ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ｴｻｶ ﾐｵ ﾌｼﾞﾉ ｿﾗ ｺﾞﾔ ﾖｳｾｲ ｱﾅｲ ﾉﾌﾞﾅｵ ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ

岩永　杏奈 江坂　実桜 藤野　蒼來 呉屋　陽星 穴井　伸直 平田　兼慎

岩永　憲浩 江坂　健二 藤野　寛久 呉屋　琢磨 穴井　伸彦 平田　靖彦

ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝｶ ｺﾞﾄｳ ｱｲ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

中山　凜花 後藤　あい 龍本　奈月 石口　寛樹 岡村　昂汰 岡田　健太郎

中山　敏行 後藤　一浩 龍本　佳輝 西川　智也 岡村　憲次 岡田　和也

ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ｸｻﾊﾞ ﾐｳ ﾓﾘ ﾅｵｷ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ

岩永　梨花 佐々木　花虹 草場　美羽 森　巨希 廣木　直翔

室住　康仁 藤原　伸生 草場　清勝 吉田　潤 廣木　梨恵

ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ｱｺｳ ﾐﾗｲ ｼｹﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ｻｸﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｾｲ

飯田　柚月 赤穂　未来 重原　純奈 櫻井　煌大 山本　昂生 亀田　悠生

飯田　大介 赤穂　勇介 重原　純一 櫻井　宏典 山本　正樹 亀田　学

21 １０：０８ 20

22 １０：１６ 21

20 １０：００ 19

23 １０：２４ 22

18 ９：４４ 17

19 ９：５２ 18

16 ９：２８ 15

17 ９：３６ 16

14 ９：１２ 13

15 ９：２０ 14

12 ８：５６ 11

13 ９：０４ 12

11 ８：４０ 10

８：４８

9 ８：２４ 8

10 ８：３２ 9

7 ８：０８ 6

8 ８：１６ 7

5 ７：５２ 5

6 ８：００

1

3 ７：３６ 3

4 ７：４４ 4
☆ボランティア　中村　正雄

※組番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。）

PGM世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会　西日本決勝大会　2日目　
2019年3月31日（日）　滋賀ゴルフ倶楽部

2 ７：２８ 2

※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。　.

※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。）

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

OUT IN

1 ７：２０

☆ボランティア　江崎　尤次郎

☆ボランティア　中西　房子

☆ボランティア　明津 雅也

調整時間調整時間

調整時間


