
※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
ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳﾔ ﾊﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛｷ ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾅｶ ﾏｵ ﾅｶﾔﾏ ﾓｱﾅ ｵｵﾐﾔ ｶｺ

山下　竜弥 浜渕　裕生 香川　大樹 中川　雄太 山中　麻緒 中山　真碧 大宮　佳子

香川　薫 中山　盛智

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾅﾝﾊﾞ ｼｮｳ ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏｻｷ ｶｲ ﾏﾆﾜ ﾐｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ ﾌﾙｾ ﾈﾈ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ

林田　直也 難波　翔 池田　優己 山﨑　凱 真庭　光花 河口　実成 古瀬　寧々 中村　真菜

林田　信男 中村　英輔

ﾅｶﾀﾆ ﾀﾂｷ ﾏﾂﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ ﾐﾊﾗ ｿｳﾏ ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾏｽﾀﾞ ﾐｽﾞｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾆｼﾔﾏ ﾋｶﾘ ﾑｶｲ ﾁｻﾄ

中谷　樹 松山　翼 三原　颯真 和田　知也 桝田　瑞記 川端　悠衣 西山　星空 向井　千智

三原　明典 桝田　幸彦

ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳｷ ｵｵｼﾏ ﾐﾅﾄ ｵｶ ｶｽﾞｷ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾝ ｲﾜﾅﾐ ｱｲ ﾓﾘ ﾕｲ ﾀｸﾞﾁ ﾗﾝﾅ ｼｹﾞｴﾀﾞ ﾜｶﾅ

杉原　光紀 大嶋　港 岡　和輝 竹内　瑛信 岩波　藍 森　愉生 田口　蘭名 重枝　和佳奈

竹内　幸治

ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｵﾝ ﾏﾂｲ ﾘｳﾗ ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ ﾋｻﾅｶﾞ ﾓﾓｶ ﾊﾙｸﾞﾁ ｻｸﾗ ﾏﾂｲ ﾘｱﾗ ﾓﾘﾀ ｱﾔｶ

堀口　獅恩 松井　琳空海 竹内　康晴 久永　萌々香 春口　さくら 松井　流愛蘭 森田　彩夏

峯森　久夫

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ﾏﾅﾍﾞ ｺｳ ｱﾏﾉ ﾐｽﾞｷ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾔｸﾓ ﾀﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ ﾔﾏﾅｶ ﾘｵ ﾀｸﾞﾁ ﾅﾉｶ ﾐｾ ﾏﾘｱ

山本　大勢 眞鍋　晄生 天野　瑞己 北條　陽雲 田村　和 山中　梨緒 田口　菜花 三瀬　舞愛

ｵｸﾑﾗ ｾｲｷ ﾅｶﾓﾄ ｵｳｷ ﾏﾂﾅﾐ ｼｮｳｷ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾔﾓﾄ ｻｸﾗ ｷﾞｵﾝ ﾐｲﾅ ｱｵｲ ﾋﾒﾅ ｱｵﾔﾏ ﾕｽﾞﾕ

奥村　誠希 中本　旺希 松並　将輝 安東　航太郎 宮本　桜空 祗園　美衣菜 青井　姫奈 青山　ゆずゆ

青井　聡

ﾎｼﾋﾗ ｱｲ ﾀｶﾔﾏ ｻｻﾗ ﾏﾆﾜ ｻｷ ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲﾅ ｳｵﾐ ｻｸﾗ

星平　愛 高山　ささら 真庭　咲希 河邉　りえ 藤原　奈々 藤本　愛菜 魚見　彩倉

星平　周一 藤原　亜佐美

ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ｻｶﾞﾜ ｱﾝﾅ ﾅﾀﾞ ﾘｺ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｽﾞｷ ﾀｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ﾄﾞｲ ｶﾚﾝ ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾗﾝ

福田　美来 佐川　安奈 名田　莉子 小笠原　瑞季 田口　夏鈴 土井　かれん 大西　穂佳 川口　らん

大西　裕行

ﾐｷ ｴﾚﾝ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾊﾅｵｶ ﾁﾋﾛ ﾅﾀﾞ ﾏｺ ﾔﾏｵｶ ﾙｲ ﾏﾂｵｶ ﾐﾕｷ ﾊﾀ ﾌﾐｶ ﾐﾔｹ ﾕﾅ

三木　瑛蓮 龍本　奈月 花岡　千陽 名田　真子 山岡　瑠生 松岡　美幸 秦　悠栞 三宅　結菜

秦　亘

ﾋﾗｵ ｼｭﾝｽｹ ｺｳﾓﾄ ｼﾞﾝ ｶﾒﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾐｷ ｿﾗ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｱﾗｲ ﾋﾛｷ ﾀｳﾗ ｹﾝｼﾝ

平尾　駿介 甲元　迅 亀田　悠生 三木　蒼空 篠原　和樹 荒井　鵬貴 田浦　玄尋

平尾　英嗣 亀田　学 田浦　進次

ﾅｶｳｴ ﾘｮｳﾏ ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛ ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾏ ﾐﾁｳｴ ﾀｹﾙ ｶｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝ ﾀｵﾀﾞ ｻｸｱ ﾌﾙｾ ﾕｳﾀﾛｳ

中上　遼真 森下　紘 蔭山　悠真 道上　嵩琉 梶谷　駿 垰田　朔天 古瀬　雄太朗

中上　忠則 森下　慎也 蔭山　彰久 道上　美佳

ﾀﾂﾓﾄ ｱｷﾗ ﾀｵﾀﾞ ｱｵｼ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ ｵｶ ｺｳｷ ｵｵﾆｼ ｺｳﾒｲ ﾌｼﾞﾀ ｲｯﾍﾟｲ

龍本　晃 垰田　碧士 山内　祐輝 岡　幸樹 大西　晃盟 藤田　一平

龍本　佳輝 垰田　千恵 大西　裕行

ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾀｵｶ ﾘｮｳｶﾞ ｲﾉｳｴ ｽｲ ﾐｷ ﾒｲ ｱｵｲ ﾈﾈ

福田　翔太 田岡　凌叶 井上　翠唯 三木　夢依 青井　寧々

福田　健吾 田岡　芳明 魚見　直史 三木　英昭 青井　聡

ｺﾞﾄｳ ﾏﾅｶ ｶﾜｻｷ ｲﾁｶ

後藤　まなか 川崎　依知花

後藤　武文 川崎　健司

ﾃﾗｵｶ ｺｳ ﾐﾁｳｴ ｷｲ

寺岡　虹 道上　稀唯

寺岡　靖二 道上　広基

PGM　世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 中国・四国予選　2月29日（土）たけべの森ゴルフ倶楽部

※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。）

16 １０：０８

14 ９：５２ 14

15 １０：００

12 ９：２８ 12

13 ９：３６ 13

10 ９：１２ 10

11 ９：２０ 11

8 ８：５６ 8

9 ９：０４ 9

6 ８：４０ 6

7 ８：４８ 7

4 ８：２４ 4

5 ８：３２ 5

2 ８：０８ 2

3 ８：１６ 3

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