
※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。

（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
ｵｵｲﾜ ﾖｼﾅｵ ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ｻｶｷﾊﾞﾗ　ﾚｲ ｺｲｹ ﾕｳｷ ｲﾏｲ ﾊﾉﾝ ｳｻﾐ ｻﾔｶ ｻﾄｳ ｱﾝﾘ
大岩　慶尚 東城　湧大 笠原　大輝 榊原　麗 小池　優希 今井　葉音 宇佐美　彩華 佐藤　杏莉
大岩　美鈴 小池　美夏
ｼﾏｵｶ ﾏｻﾄ ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｺｳｺﾞ　ﾀｲｶﾞ ﾀｶﾊｼ ｺﾊｸ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ ｵﾅｶﾞ ｻﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓﾊ
島岡　聖 及川　結貴 内田　悠介 向後　太賀 高橋　こはく 松本　菜々子 翁長　咲弥 吉田　萌々葉
島岡　由香 翁長　桃代
ﾆｼｳﾐ ﾀｸﾐ ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾙｷ ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾄ ﾕﾀｶ　ﾀｲﾖｳ ﾌｼﾐ ﾕﾘ ｶﾂﾏﾀ ﾚｲﾅ ﾊﾝﾀﾞ ﾏｱﾔ ﾋﾛｵｶ ｴﾐﾘ
西海　匠 芳崎　陽紀 松岡　正士 豊　太陽 伏見　有栞 勝亦　令奈 半田　真彩 廣岡　絵美理

芳崎　直紀
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅｵﾄ ｽﾙｶﾞ ﾊﾙﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ ﾈｷﾞｼ ﾚｵﾝ ｺﾞｶ ﾐﾕｳ ﾉｻﾞｷ ﾘｻ ｷﾑﾗ ｻﾔｶ ｽｽﾞｷ ﾕﾒ
中澤　直斗 駿河　晴翔 中島　爽 根岸　伶温 伍賀　美優 野崎　里咲 木村　彩夏 鈴木　優芽

中島　恵美子
ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ ｻｶﾀ ﾅﾙｷ ｼｶﾞｷ ﾀｲｼ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ｲｼｲ ｻﾗ ｱｶﾎﾘ ﾏﾐ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｶ ｸﾗﾀ ﾃﾝﾉ
大森　星夜 阪田　匠輝 紫垣　大志 中川　拓海 石井　咲来 赤堀　まみ 望月　秀香 倉田　天乃

阪田　千央

ｱﾎﾞ ﾕｳｷ ｶｷﾓﾄ ｺｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ ｳﾉｾ ﾘｸ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｺ ｽｽﾞｷ ﾘｵ ｲﾊﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ﾖｼｶﾜ ｸﾙﾐ
安保　勇希 柿本　虹汰 中村　大聖 鵜瀬　璃久 松本　凜子 鈴木　莉緒 伊波川　彩名 吉川　くるみ

柿本　淳
ﾅｲﾄｳ ｲｵﾘ ｱﾎﾞ ﾀｸﾔ ｱｶﾂｶ ﾏｻｼｹﾞ ﾓﾘ ﾀﾂﾔ ﾏｷﾀ ﾕｲ ｳｴﾀ ﾐｸ ﾅﾘﾀ ﾙﾅ ﾜｶｲ ﾅﾅｺ
内藤　伊織 安保　卓哉 赤塚　将成 森　竜也 牧田　由衣 上田　澪空 成田　月奈 若井　菜々子

森　也寸志 牧田　康彦

ｿｳﾏ ｶｽﾞｷ ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ ﾅｲﾄｳ ｻﾄﾘ ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ﾀｶﾉ ｱｲﾋ ﾅﾘﾀ ｴﾏ ｺｲｹ ｱｲﾘ
相馬　和樹 田嶋　秀悠 内藤　悟 石崎　拓海 川畑　優菜 高野　愛姫 成田　瑛麻 小池　愛莉

内藤　亘理 高野　英姫 小池　麻紀
ｳｻﾞﾜ ｺｳｷ ｵｶﾞﾀ ｹｲ ﾀﾈﾑﾗ ｶﾞｸ ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ ｻﾄｳ ｶﾚﾝ ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ ｲﾉｳｴ ｷｷ
鵜澤　幸輝 尾形　桂 種村　芽久 山田　真輝 佐藤　夏恋 手塚　彩馨 渡辺　世奈 井上　葵姫

種村　孝幸 佐藤　栄一
ｲﾄｳ ｿｳﾀ ﾀﾑﾗ ﾙｶ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ ﾆｼﾔﾏ ﾁﾘ ﾊﾞﾊﾞ ｻｷ ｻｲﾀﾞ ﾋﾅ ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ
伊藤　颯汰 田村　琉煌 長谷川　瞬 西山　知里 馬場　咲希 斉田　陽菜 岡島　彩乃
伊藤　秀也 斉田　一成

ﾐﾂﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ ｶﾈｺ ｹｲﾔ ｼﾏﾂﾞ　ｼｮｳﾀ ｲﾉｳｴ　ﾊﾙｷ ｶﾅﾓﾘ ｼｮｳﾏ ﾑﾗﾀ ｻｸ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ
三橋　颯太朗 金子　佳矢 島津　翔太 井上　陽紀 金森　渉真 村田　咲 相浦　大輝

島津　雅文 村田　元貴 相浦　功治
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾏﾂﾔ ﾀｶﾋﾃﾞ ｼﾓﾑﾗ ﾂﾖｼ ﾎｿﾇﾏ　ﾋﾛﾏｻ ｵｵｽﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱｻﾉ ﾀｲｶﾞ ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾁ
佐藤　友樹 松谷　崇嗣 下村　剛 細沼　大雅 大隅　龍之介 浅野　太雅 橋本　圭市

松谷　和則 細沼　年幸 大隅　雅仁 橋本　慎
ﾅｶﾞｻｷ ﾅｵﾄ ｶﾀｵｶ ｹﾝ ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ ﾘﾑ ﾌｧﾝｾ ﾅｶﾀ ｲﾌﾞｷ ｾｲﾉ ｵｳｷ ﾅﾒｶﾜ ｱｽｶ ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾏ
長崎　直仁 片岡　謙 清水　拳斗 林　煌世 中田　一颯 清野　桜貴 滑川　飛鳥 名取　遼馬

清水　勝太 中田　哲夫 名取　エリコ
ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾊﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾊﾛ ﾀｹﾊﾅ ｿｳﾀ ｼﾊﾞｻｷ ﾔﾏﾄ ｶﾅｸﾎﾞ ﾀﾂｷ
黒田　幸太郎 羽部　大輝 柴原　勇太 滝澤　怜央 大久保　麻波浪 竹花　颯汰 柴崎　大和 金久保　太樹

柴原　眞介 大久保　智雄 金久保　八重子

ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾗｲ ｷﾀﾑﾗ ﾀｽｸ ｶﾜﾑﾗ ﾋｻﾁｶ ﾖｺｲ ﾀﾛｳ ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ ｸﾎﾞﾀ ﾚﾝ ﾘﾑ ﾌｧﾝｳ
福永　未來 北村　祐 川村　尚史 横井　太郎 木暮　凌太 鈴木　涼仁 窪田　蓮 林　煌右

川村　英司 鈴木　美希

ｵｵﾀ ﾘｭｳｼｮｳ ｲﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ｲﾜｲ ｺｳﾀ ｵｶﾀﾞ　ｶｲﾄ ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｶﾞ ﾐﾂﾊｼ ﾕｳﾉｽｹ
太田　龍将 板村　凌太 岩井　光太 岡田　海斗 坂本　裕樹 伊藤　琉晟 水野　太雅 三橋　悠之介

板村　克俊 坂本　博之 水野　一生
ｷﾀﾐ ﾕｳｺ ｺﾔﾏ ﾓﾓｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｶ ﾂｼﾞ ﾕｳﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ ｺｸﾞﾚ ｻﾅ
北見　祐子 小山　萌々香 松本　夏華 辻　結名 遠藤　桂音 小暮　沙奈
北見　克友 川口　正志 遠藤　政人 小暮　慎一
ｶｷﾓﾄ ｱﾔｶ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ﾏﾂｷ ｺﾉﾐ ｸﾛﾀﾞ ｱｷ ｻｶｲ ﾊﾅ ｸﾎﾞﾀ ｻﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾘｽ
柿本　彩花 鈴木　能々子 松木　このみ 黒田　昊 酒井　花 窪田　沙羅 小林　イリス

松木　秀雄 窪田　大
ﾊﾔｻｶ ﾘﾝｶ ｲﾄｳ ﾅﾅﾎ ﾔﾅﾊﾗ ﾕｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ ｵｲｶﾜ ﾎﾉｶ ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾊ ｳｴﾀﾞ ｷﾁﾉ ﾀﾑﾗ ﾓﾅﾐ
早坂　梨花 伊東　奈々帆 柳原　由依 小林　みなみ 及川　穂果 篠原　優葉 植田　桔千乃 田村　萌来美

伊東　賢明 及川　真司

17 ９：２７ 17
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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　4月2日（火）

７：４２ 5

6 ７：５６ 6

5

15-18男→13－14男→11－12女 15－18女→13－14女→11－12男→11－12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。　.

1 ７：１４ 1
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7 ８：０３ 7

8 ８：１０ 8

9 ８：１７ 9

10 ８：２４

12

11 ８：３８

10

ムーンレイクゴルフクラブ　茂原コース

※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。

4 ７：３５ 4

７：２１ 2

3 ７：２８ 3

12 ８：４５
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13 ８：５２


