
※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
ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ ﾜﾁ ｶｲﾄ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾘｶｺ ﾐｳﾗ ｺﾄﾐ

工藤　大河 田中　樹 和知　快斗 南澤　莉佳子 三浦　琴未
和知　裕美 佐々木　政行

ﾊﾔｻｶ ﾕｳﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ ｸﾎﾞ ｾｲﾗ ｻｸﾗｲ ﾘｵ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ

早坂　勇太郎 鈴木　雄大 中村　凜 久保　青空 櫻井　梨央 高田　菜桜
鈴木　恒夫 櫻井　陽平

ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ ﾐﾈｷﾞｼ ｾｲﾔ ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｷ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾅ ｳｽﾀﾞ ｽｽﾞﾈ ｸﾗｼﾏ ﾏｵ
阿部　修也 高橋　巨基 嶺岸　聖也 黒澤　大輝 岩渕　唯愛 臼田　涼音 倉島　麻緒
阿部　好孝 倉島　俊一
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘｶ ｻｻｷ ｵｳｶ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕ
佐藤　佑斗 後藤　羽翼 小山田　泰雅 工藤　颯太 横山　百合香 佐々木　凰樺 原田　清優

後藤　正芳
ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ ﾄﾐﾂﾞｶ ﾚｵﾝ ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾀｲｶﾞ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ ｼｬﾓﾄ ｻｸﾗｺ
井出　太陽 中里　通 富塚　玲音 ゴヴォロヴスキー　大河 伊藤　ひより 中山　苺衣 社本　桜子

富塚　武雄
ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ｵﾔﾏ ｱﾗﾀ ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾀｹﾔ ｺｳｽｹ ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ ｼﾌﾞﾔ ｼｮｳﾏ
末広　大地 平山　航之 小山　新 菊池　諒太郎 竹谷　光祐 平山　雅之 渋谷　翔真

小山　ちと江
ﾌｸﾁ ﾗｲﾑ ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾛｳ ｼﾏｶﾜ ﾕｳﾏ ｼｮｳｼﾞ ﾀｹﾙ ﾊｶﾞ ﾕｳｼｮｳ ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾘｮｳｶﾞ ﾆｼﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ
福地　禮夢 髙橋　勇郎 島川　優真 庄司　健竜 芳賀　悠翔 ゴヴォロヴスキー　遼河 西山　大翔

髙橋　寛治
ﾅｶﾉ ﾏｺ ｷｸﾁ ﾐｺ ﾅｶﾉ ｱﾝ ｸﾛｶﾞﾈ ﾂﾊﾞｻ ｻﾄｳ ﾐﾗｰ ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ
中野　舞子 菊地　弥香 中野　杏 黒金　翼 佐藤　ミラー 齋藤　和瑛

菊地　亮 佐藤　久哉
ﾖｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ ﾆｼﾓﾄ ｾﾗﾝ ｱﾍﾞ ﾋﾅ ﾐﾅﾐ ｻｸﾗ ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾂｷﾐﾔ ｲﾁｶ
吉田　千夏 西本　世蘭 阿部　日南 南　咲楽 岡村　侑実 月宮　一果

阿部　喜明 髙木　保男 岡村　大輔 月宮　流美乃
ｼﾊﾞｻｷ ｶﾘﾝ ﾖｺﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ ｵｵﾊﾗ ﾈﾈ ｼﾏｶﾜ ﾓﾓｺ ｷﾑﾗ ﾉﾉｶ ﾊﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾅ
柴崎　香凛 横山　椿咲 大原　寧々 島川　桃子 木村　野々花 半澤　かんな
柴崎　智敬 島川　厚志 木村　元大 半澤　むつみ
ｲﾜｲ ﾚﾌ ｸﾝ ﾘｮﾝﾃﾞ ｲｼﾀﾞ ﾋｺｲﾁﾛｳ ｶﾄｳ ｷﾂﾞｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾅ ﾈﾀﾞ ｳﾉ
岩井　礼歩 琴　錬大 石田　彦一朗 加藤　輝月 大久保　花 根田　うの

琴　亮吉 佐々木　清 加藤　宏 大久保　一輝 根田　美貴
ｺﾞﾔ ﾖｳｾｲ ｺｸﾌﾞﾝ ｼｭｳﾏ ｱｲﾊﾗ ｶﾝﾀ ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｼ ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲﾔ
呉屋　陽星 国分　脩真 相原　貫太 福田　泰士 林田　聖也
呉屋　利光 国分　隆宣 相原　宏悦 岸　恵子 林田　信男
ｴｼﾞﾘ ﾋｶﾙ ｺｹﾞﾝ ﾘｺ ｵﾀﾞ ｴｲﾀ ﾀﾆﾀﾞ ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄｼﾞｭﾘｱﾝ

江尻　光 古源　莉子 織田　瑛太 ＴＡＮＩＤＡ　ＢＥＮＥＤＩＣＴ　ＪＵＬＩＡＮ

江尻　健司 古源　法子 織田　賢一 谷田　マサシ
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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　東北・北海道予選　

※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女 15-18女→13－14女→11－12男→9－10女→7－8男

OUT IN

　4月3日（水）松島チサンカントリー倶楽部　松島コース
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