
※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
ｴﾊﾗ ﾕﾐ ｼﾗｲｼ ﾐﾚｲ ﾋﾛｵｶ ｴﾐﾘ ﾉｻﾞｷ ﾘｻ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ ｼﾏｵｶ ﾏｻﾄ ｵｵﾄﾓ ﾖｳｽｹ ｳｻﾞﾜ ｺｳｷ

江原　侑美 白石　実零 廣岡　絵美理 野崎　里咲 中村　凜 島岡　聖 大友　陽介 鵜澤　幸輝

江原　仁花 白石　輝樹 野﨑　弘一 設楽　時子 島岡　由香

ﾑｸﾞﾙﾏ ﾋﾅﾉ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅｺ ｸﾎﾞ ｾｲﾗ ﾀｶﾊｼ ｺﾊｸ ｱﾎﾞ ﾕｳｷ ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ﾐﾈｷﾞｼ ｾｲﾔ ﾓﾘ ﾀﾂﾔ

六車　日那乃 松本　菜々子 久保　青空 高橋　こはく 安保　勇希 笠原　大輝 嶺岸　聖也 森　竜也

森　也寸志

ﾖｼｶﾜ ｸﾙﾐ ｲﾊﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ ｻｸﾗｲ ﾘｵ ｴﾉﾓﾄ ｷョｳｶ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ｸﾛｻﾜ ﾋｶﾙ ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ

吉川　くるみ 伊波川　彩名 櫻井　梨央 榎本　杏果 中川　拓海 黒澤　光 石森　健太郎 鈴木　慈音

櫻井　陽平

ｱﾝｻﾞｲ ﾐﾕｳ ｷﾂﾔ ｻﾔｶ ｶﾂﾏﾀ ﾚｲﾅ ｵｵｽｶﾞ ﾉｿﾞﾐ ユタカ　タイヨウ ツカハラ　ユウト ﾋｶﾞｼ ｱﾗﾝ ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ

安西　美優 吉津谷　彩香 勝亦　令奈 大須賀　望 豊　太陽 塚原　悠斗 東　亜藍 工藤　大河

塚原　正彦

ｲﾁﾑﾗ ｱﾝ ｽｽﾞｷ ﾕﾒ ｱﾀﾞﾁ ｱﾘｻ ｻﾄｳ ｱﾝﾘ ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ ｺﾞﾐﾀ ﾏﾋﾛ

市村　杏 鈴木　優芽 安達　有沙 佐藤　杏莉 藤澤　諒 中島　爽 五味田　真大

安達　純子 中島　恵美子 五味田　学

ﾏﾂｵｶ ﾊﾅ ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾞﾅ ｳｻﾐ ｻﾔｶ ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾙｷ ﾅｶﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ ｱﾎﾞ ﾀｸﾔ

松岡　華 横山　珠々奈 宇佐美　彩華 芳崎　陽紀 中野　麟太朗 安保　卓哉

松岡　由美 芳崎　直紀

ｵｵﾂｶ ﾕｷﾉ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ ﾏﾂｵ ﾐｻｷ タケハラ　ケイゴ ｲｶﾞｲ ｳﾃﾅ ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

大塚　由姫乃 橋爪　莉都 山﨑　那奈 松尾　美咲 竹原　佳吾 亥飼　台 吉田　隼汰

ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾒｶ ﾑﾛﾊﾗ ｺﾉﾐ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾀｲｶﾞ ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｶﾜﾑﾗ ﾋｻﾁｶ ﾅｶｻﾄ ﾄｵﾙ

中山　苺衣 角田　夢香 室原　好乃実 伊藤　ひより ゴヴォロヴスキー　大河 菊池　諒太郎 川村　尚史 中里　通

川村　香織

ｵﾏﾀ ﾕｽﾞﾊ コミヤ チヅル ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾅ ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｲﾄｳ ｿｳﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾗﾉｽｹ ｾｷﾈ ﾄｳﾏ

小俣　柚葉 小宮　千鶴 飯田　夏葵 岩渕　唯愛 佐藤　快斗 伊藤　颯汰 中川　虎ノ介 関根　東馬

小宮　勝時 佐藤　恭子 伊藤　秀也 中川　加奈子 関根　佐知子

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ ｳｴﾀ ﾐｸ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ｽｴﾋﾛ ﾀﾞｲﾁ ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｷﾀﾑﾗ ﾀｽｸ ﾐﾂﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ

渡辺　世奈 上田　澪空 中澤　凜音 末広　大地 黒田　幸太郎 北村　祐 三橋　颯太朗

上田　啓二郎 北村　吉弘

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲﾐ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ ｵｶﾔｽ ﾏｲ ｶﾈｺ ｹｲﾔ ｲﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｻｸ

長谷川　愛美 川畑　優菜 岡安　真衣 金子　佳矢 板村　凌太 平野　誠一 平山　幸作

金子　朝則 板村　克俊 平山　敬裕

ﾀｶﾉ ｱｲﾋ ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ ﾐｱｹ ｻｸﾗｺ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ

高野　愛姫 手塚　彩馨 三明　桜子 亥飼　陽 井出　太陽 清水　拳斗

高野　 手塚　美佐子

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾃﾂ ｽﾐｳﾁ ﾏｻﾄ

吉沢　己咲 松澤　虎大 隅内　雅人

松澤　英征

ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾙ ﾀｹﾔ ｺｳｽｹ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾁｬﾄﾞ ﾅｶﾉ ｱﾝ ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ ｷｸﾁ ﾐｺ

齋藤　裕 清水　奏琉 竹谷　光祐 宇田川　理茶度 中野　杏 宮城　柚 吉田　沙羅 菊地　弥香

清水　健太郎 宮城　ひとみ 菊地　亮

ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾐﾁ ｼﾊﾞｻｷ ﾔﾏﾄ ｿﾉﾍﾞ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ﾐﾗｰ ﾔﾅﾊﾗ ﾕｲ ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｶ ﾏﾂｷ ｺﾉﾐ

山本　咲道 柴崎　大和 園部　大翔 佐藤　ミラー 柳原　由依 小宮　千愛 松本　夏華 松木　このみ

山本　崇史 小宮　あいか 松本 松木　秀雄

ｶﾐﾔﾏ ﾀｲﾁ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾁｶｼ ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｶﾅﾓﾘ ｼｮｳﾏ ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ ｶﾐﾔﾏ ﾕﾜ ﾆｼﾓﾄ ｾﾗﾝ ﾊﾔｻｶ ﾘﾝｶ

神山　泰地 出口　千加志 相浦　大輝 金森　渉真 斎藤　碧夏 神山　結和 西本　世蘭 早坂　梨花

神山　貴光 出口　広志 相浦　功治 早坂

ｾｷ ｼｮｳﾀ ｾｲﾉ ｵｳｷ ﾅｶﾀ ｲﾌﾞｷ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾉﾉｺ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ

関　翔汰 清野　桜貴 中田　一颯 須藤　みかな 遠藤　桂音 鈴木　能々子 岸田　想來

遠藤　政人 鈴木　偉嘉

ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｲﾄ ｺｸﾞﾚ ﾘｮｳﾀ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾘｽ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ﾆｼﾜｷ ﾏﾎ ｶﾂﾀ ﾊﾅ

橋詰　海斗 木暮　凌太 渋井　晃太郎 小林　イリス 安西　歩美 西脇　真帆 勝田　花菜

ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓﾈ ﾊﾝｻﾞﾜ ｶﾝﾅ ﾋｶﾞ ﾚｵ ｺｸﾌﾞﾝ ｼｭｳﾏ

庄司　百希 半澤　かんな 比嘉　玲王 国分　脩真

井上　徹 半澤　勇生 エンジ　レオン 国分　隆宣

ｼﾏｶﾜ ﾓﾓｺ ｱﾗｷ ﾕｲ ﾄﾖｼﾏ ﾏｻﾊﾙ ﾋｶﾞｼ ﾛﾋﾞﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ

島川　桃子 荒木　結衣 豊嶋　柾晴 東　路敏 山崎　暖真

島川　厚志 荒木　正史 豊嶋　義之 東　政紀 山崎　雄一

ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ ｷｸﾁ ｶﾘﾅ ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ｲｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾎｼﾉ ｺｳｷ ｲﾏﾔ ﾏｻﾀｶ

五十嵐　凛 菊地　かりな 佐藤　彩葉 石口　寛樹 星野　煌貴 今屋　大雄

五十嵐　健太郎 菊地　武 佐藤　克哉 西川　智也 星野　麻衣子 今屋　朝子

ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲﾐ ﾀｶﾑﾗ ﾆｺ スズキ　メイ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾄﾑﾗ ｿｳﾀ ｲﾜｲ ﾚﾌ

荻原　すいみ 高村　仁香 鈴木　めい 沖田　雫 戸村　空汰 岩井　礼歩

荻原　康裕 高村　正雄 鈴木　和成 沖田　真一 戸村　裕子

ﾈﾀﾞ ｳﾉ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ｱﾏﾀﾞ ﾜｺ ｱﾗｷ ｹｲﾀ ｶﾀﾉ ｶﾝｲﾁﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ

根田　うの 龍本　奈月 天田　和杏 荒木　敬太 片野　貫一朗 渡邉　日向

根田　美貴 龍本　佳輝 天田　雅伸 荒木　千恵 片野　信介 渡邉　裕也

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ ｺｼﾐｽﾞ ｴﾘｶ ﾎｼﾉ ﾀｲｷ ｾｷ ｲﾌﾞｷ ｽﾄﾞｳ ﾊﾝﾄ

竹田　妃菜 越水　愛理花 星野　泰輝 関　夢生 須藤　はんと

竹田　順伍 越水　隆行 星野　和宏 関　和貴 須藤　典久

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾐｵ ｼｹﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ﾊﾔｼﾀﾞ ｾｲﾔ ﾓﾘ ﾅｵｷ ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ

長峰　美桜 重原　純奈 林田　聖也 森　巨希 戸髙　隆世

長峰　雅尚 重原　純一 林田　信男 森　真独香 戸髙　剛

※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。

☆ボランティア　植田　康雄

22 10：18 23

20 10：00 21

21 10：09 22

23

24

24

25

10:27

10:36

18 9：42 19

19 9：51 20

16 9：24 17

17 9：33 18

14 9：06 15

15 9：15 16

8：48 13

13 8：57 14

調整時間

※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。

11 8：30 11

12 8：39 12

9 8：12 9

10 8：21 10

7 7：54 7

8 8：03 8

5 7：36 5

6 7：45 6

3 7:18 3

4 7：27 4

2 7:09 2

PGM世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会東日本決勝大会　最終日4月21日

※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 7:00 1


