
※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
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ ｳﾁﾑﾗ ﾕｳｻｸ ｵｶﾓﾄ ﾚｵﾝ ｶﾅﾄﾞｳ ﾚｲ ﾏｴｻﾞﾄ ﾅﾅ ﾄﾐﾀ ﾕｷ ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾔ

村松　陸 木村　智哉 内村　優作 岡本　怜恩 金堂　麗李 前里　奈々 冨田　有紀 松﨑　咲弥

村松　浩 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 前里　宗一郎

ｵﾉ ﾂﾊﾞｻ ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾉ ﾖﾈ ﾏｻﾉｼﾝ ｱｲﾂﾞ ｾｲﾉｽｹ ﾔﾏﾅｶ ﾘｵ ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ ｽｴﾅｶﾞ ﾕｷﾅ ｳﾗｻｷ ﾘｮｳ

小野　翼 藤森　耶野 米　誠ノ心 會津　誠之輔 山中　梨緒 宮城　柚 末永　雪菜 浦崎　涼

會津　栄一 山中　修二

ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ﾖｼﾀﾞ ﾂｶｻ ﾓｶﾞﾘ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾐﾔｹ ﾘｭｳｼﾝ ﾐｱｹ ｻｸﾗｺ ﾐﾔｷﾞ ｷｮｳ ﾊﾀﾞ ﾅﾅｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｲﾅ

豊田　真太郎 吉田　主爽 茂刈　淳晟 三宅　琉心 三明　桜子 宮城　杏 羽田　菜々夏 藤本　愛菜

茂刈　孝子 羽田　幸司

ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾔ ｺｸﾎﾞ ﾋﾛﾄ ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾎｳ ﾓﾘ ﾋｭｳｶﾞ ﾊﾀﾀﾞ ﾙｲ ﾂｶﾓﾄ ｺｺ ｺｾﾞ ﾅﾅﾐ ﾎﾝﾀﾞ ｻﾗﾝ

樋口　大弥 小窪　都斗 木下　大峰 森　陽向 畠田　瑠 塚本　心々 小瀬　菜々美 本田　彩蘭

樋口　裕子 塚本　剛

ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ｸﾛｷﾞ ｼﾝﾉｽｹ ﾊﾙﾔﾏ ｱｲ ｲﾉｼﾀ ｱｲｶ ｺｾﾞ ｱｲﾐ ｸﾛｷ ﾀｶﾗ

木村　竜之助 渡辺　櫂人 吉田　京介 黒木　慎之介 春山　愛 井ノ下　愛華 小瀬　愛美 黒木　宝

木村　有希

ｿﾄﾜ ｼﾄﾞｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾑｻｼ ｶﾄｳ ﾚﾝ ﾔﾏｻｷ ﾀｲｷ ｺｳ ﾄｸ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅﾀ ﾆｼｶﾜ ﾏﾎ ｱﾗｶｷ ﾖｼｶ

外輪　獅童 山本　武蔵 加藤　蓮 山崎　太喜 洪　德 長野　姫詩 西川　真穂 新垣　快加

加藤　正雄 西川　篤次

ﾐｱｹ ﾕｳﾀ ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾝ ﾔﾏｻｷ ﾖｼﾔ ｸﾛｷﾞ ｱｲﾄ ﾎｼﾋﾗ ｱｲ ﾋｸﾞﾁ ｺｺ ﾋﾗﾅｶ ｱﾔﾅ ｸﾛｷ ﾕﾒ

三明　優太 津々見　航心 山崎　義也 黒木　愛斗 星平　愛 樋口　瑚子 平仲　朱那 黒木　夢

山崎　徹也 星平　周一

ﾕｱｻ ﾕｳﾀﾞｲ ﾖｷﾞ ﾕﾒ ﾎｶｲﾜﾄﾞ ｾｲｼﾞ ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ ﾀﾉｳｴ ｻｸﾗ ﾐﾔｳﾁ ﾐｸ ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾅ ｶﾉｳ ﾕｲ

湯浅　優大 與儀　夢 外岩戸　晟士 佐藤　日向 田上　桜 宮内　美空 蛯原　陽菜 叶　結衣

小嶺　英雄

ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ ｺﾞ ｴﾂﾉﾘ ﾖｼﾅｶﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾐｱｹ ﾚﾝ ｱﾗｶｷ ｸﾗﾗ ｶﾀｵｶ ｱﾐﾘ ｲﾉｳｴ ﾗﾆｲ ﾎﾝﾀﾞ ﾑｳﾙ

平田　兼慎 呉　越謙 吉永　匡一郎 三明　蓮 新垣　くらら 片岡　彩実里 井上　來虹 本田　夢麗

片岡　賢善

ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｼﾝ ｸｶﾞ ｹﾝｼﾝ ｱﾅｲ ﾉﾌﾞﾅｵ ｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ ｶﾅｲ ｻﾗｻ ﾐﾔﾉ ﾊﾝﾅ

長崎　煌心 久我　健心 穴井　伸直 江田　龍生 橋本　ゆう 仲村　梓 金井　更紗 宮野　絆央

金井　純子

ﾆｼﾔﾏ ﾘﾝ ｵｵｼｵ ﾘｺ ｴｶﾞﾐ ｷｲ ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾙ ｾｷﾉ ﾗｲｷ ﾊﾅﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ ﾐﾔﾓﾄ ｴｲｼﾞｭ ｲﾉｳｴ ｵｵﾘ

西山　凜 大塩　莉心 江上　葵倭 中村　愛琉 関野　来希 花田　幸之助 宮本　瑛樹 井上　大鳳

西山　秀明 花田　典久

ﾂﾂﾐ ﾚｲﾅ ﾋﾛﾖｼ ﾕﾘﾅ ｽｻﾞｷ ﾋﾖﾘ ｷﾀﾑﾗ ﾊﾅ ﾅｶﾞｻｷ ﾀｲｾｲ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ｲﾜｶﾜ ﾚｵ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ

津々見　怜奈 廣吉　優梨菜 須崎　日愛 北村　芭生 長崎　大星 沖田　雫 岩川　礼央 廣木　直翔

沖田　真一

ﾊﾏﾔﾏ ﾐﾎ ｻｻｷ ﾚｲ ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｲ ｻﾄｳ ﾕｳﾘ ｱﾗｶｷ ｼﾝﾘ ﾎｼﾅ ｼｮｳﾀ ｲﾄｳ ﾘｸ ｵｵﾏﾁ ｼﾝﾀﾛｳ

濵山　扇帆 佐々木　玲衣 永山　藍生 佐藤　夕葵 新垣　信莉 保科　翔太 伊藤　陸 大町　晋太郎

ｶﾜﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ｺﾞﾄｳ ｲﾌﾞｷ ﾖｼｽﾞﾐ ﾓﾓｶ ｲﾄﾔﾏ ﾚｵ ｲﾅﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ﾑﾗﾀ ﾄｳｼﾞ ｺﾞﾄｳ ﾘｸﾄ

川部　日向 佐々木　花虹 後藤　彩吹 吉住　百華 糸山　嶺央 稲田　堅心 村田　統児 後藤　陸步

ｶﾉｳ ﾘｮｳ ﾐｾ ｴｲﾀ ﾅｶﾞｾ　ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｲ ｵｵｼｵ ﾏﾎ ﾕｱｻ ﾎﾉｶ

叶　遼 三瀬　瑛大 長瀬　巧 渡邉　希音 大塩　茉帆 湯浅　穂花

叶　正規 杭田　良造 長瀬　浩治 渡邉　美智 大塩　義晴 湯浅　達夫

ﾀﾑﾗ ﾋﾛ ﾓﾘﾀ ｺｳｾｲ ﾌﾙﾀﾆ ｶｽﾞﾄ ﾎｼﾅ ｻｷ ｶﾄｳ ﾘﾘｶ ﾆｼﾀﾞ ﾘﾝ

田村　比呂 森田　紘生 古谷　一翔 保科　沙輝 加藤　りりか 西田　鈴

田村　正義 森田　芳輝 古谷　真一郎 保科　裕子 加藤　真理子 西田　毅

ﾖｼﾏﾂ ｺｳｷ ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｾｲ ｺｳ ﾌｸ ｶﾜｻｷ ｲﾁｶ ﾄﾀﾞ ｱﾔﾅ ﾋﾀﾞ ｱｲﾘ

吉松　功輝 山中　太聖 洪　富 川崎　依知花 戸田　彩愛 飛田　愛莉

吉松　栄文 山中　直樹 洪　徳杓 川崎　健司 戸田　真由美 飛田　英一

ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾆ ﾀﾅｶ ﾀｲｷ ﾋﾛﾊｼ ﾘﾄ ｺﾞﾄｳ ﾆｲﾅ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ｺｳﾀｹ ﾂﾊﾞｷ

宮本　洵維 田中　大貴 廣橋　璃人 後藤　新菜 大栗　愛珠 高武　椿

宮本　敏弘 田中　直子 広橋　貴寿 池田　隆文 大栗　崇司 高武　愛

ﾀｶﾀﾞ ｱﾂﾄ ｲｼｻﾞｷ ﾖｼﾄ ｿﾉ ｶｽﾞﾏ ｺﾞﾄｳ ｺｺﾅ ﾋﾗﾀ ﾏﾘｱ

高田　敦翔 石崎　義人 園　和真 後藤　心愛 平田　麻莉亜

高田　元太 石崎　崇義 園　真規 後藤　政勝 平田　靖彦

1 8:00 1

福岡国際カントリークラブ　七又コース　2022.2.23

※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。　.

　PGM世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 九州・沖縄予選 

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

OUT IN

2 8:08 2

3 8:16 3

4 8:24 4

5 8:32 5

6 8:40 6

7 8:48 7

8 8:56 8

9 9:04 9

10 9:12 10

11 9:28 11

調整時間

黄色塗りつぶし組にはカート運転手がおりません。ご協力お願い致します。

12 9:36 12

13 9:44 13

14 9:52 14

15 10:00 15

20 10:40

10:32

16 10:08 16

17 10:16 17

18 10:24 18

19 19


