
亀山ゴルフクラブ　２０２２，３，６（日） 東コース

※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
ｶﾜﾆｼ ｶｴﾃﾞ ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵ ﾏﾂｵ ﾕﾘﾅ ｻｷﾑﾗ ﾘｸﾄ ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ

川西　楓 杉本　奈央 松尾　優里奈 崎村　陸斗 小澤　優仁

杉本　佳之 崎村　直紀 小澤　優輝

ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓ ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ ｱﾗｷ ﾗﾝﾏﾙ ﾀｵｶ ﾘｮｳｶﾞ

児玉　桃 内田　稟子 ※繰り上げ連絡中 新木　蘭丸 田岡　凌叶

児玉　龍司 新木　克典 田岡　芳明

ｼﾐｽﾞ ﾘﾘ ﾌｸｻﾞｷ ﾘﾘ ﾏｼﾓ ｱﾔﾊ ｼｹﾞﾑﾗ ﾙｲ ﾔﾄﾞﾘ ﾘｭｳｱﾗﾝ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲｶﾞ

清水　莉理 福崎　凛々 真下　彩羽 重村　琉生 宿利　龍アラン 高柳　大河

福崎　俊 重村　博之 宿利　元 高柳　孝吉

ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ｼﾐｽﾞ ﾒｲ ｻﾄｳ ﾐﾕｳ ﾅｶﾀﾆ ｶﾅﾄ ｷﾀﾓﾄ ﾀｲﾁ ｼﾁｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

岩永　梨花 清水　愛惟 佐藤　心裕 中谷　奏仁 北本　太一 七條　龍之介

清水　雅則 沖　篤彦 北本　貴之 北添　恵理

ﾅｶﾞﾉ ﾘﾅ ｺｶﾞ ﾘﾝｺ ｻﾄｳ ﾘﾉ ﾔﾏｼﾞ ｱｻﾋ ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ ｼﾞｮ ｶｽﾞﾄ

長野　莉奈 古賀　凜子 佐藤　涼音 山路　朝陽 石川　琉聖 徐　千翔

佐藤　彰則 山路　健太 吉田　則夫 徐　強

ﾜﾀﾍﾞ ｺﾄ ﾔﾏﾄｳ ﾏｺ ｿｳ ｲﾐ ﾀｶｾ ﾘｸ ｲﾁｾ ｶｲﾙ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ

渡部　琴 山藤　眞子 宋　宜美 高瀬　莉空 市瀬　空留 丸山　蓮雄

渡部　俊之 高瀬　宏之 市瀬　光貴 丸山　匠

ｲﾉｳｴ ｽｲ ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ｵｸﾉ ｱﾔ ﾊｼﾓﾄ ｹｲｲﾁ ｳｴﾉ ｿﾗ ｻﾊｼ ｿｳﾀ

井上　翠唯 岡村　侑実 奥野　絢 橋本　圭市 上野　蒼空 佐橋　走汰

岡村　大輔 橋本　尚英 上野　拓哉 佐橋　弘晃

ｷﾑﾗ ﾏﾎ ﾎﾘｴ ｱﾕﾑ ﾈｷﾞｼ ﾕｷﾅ ﾊｼｶﾜ ﾐﾝｸ ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾅﾅ

木村　真帆 堀江　あゆむ 根岸　友貴菜 橋川　珠空 中島　智那奈

根岸　敬弘 橋川　克富 中島　智宏

ﾉｸﾞﾁ ｴﾐﾘ ｵﾉ ﾅﾅｶ ｻｻ ｺﾊﾅ ﾑﾗｶﾐ ﾏﾔ ﾀｹﾀﾞ ｷｻｷ

野口　笑里 小野　虹華 佐々　心花 村上　稀耶 武田　貴妃

小野　順之 村上　達哉 武田　英将

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾒｲｻ ﾓﾄﾑﾗ ｱｶﾈ ｻｻｷ ﾏﾎ ﾜﾀﾞﾀﾆ ﾏﾘﾝ ﾐﾅﾐﾀﾆ ｻﾅ

竹田　妃菜 水谷　明彩 本村　紅音 佐々木　麻帆 和田谷　茉倫 南谷　紗那

水谷　惠美 佐々木　早苗 和田谷　美保 南谷　和美

ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾎ ﾊｻﾞﾏ ﾅﾂｷ ﾋｸﾞﾁ ｸﾙﾐ ｺﾝﾉ ｺﾊﾙ ﾃﾗﾏﾁ ﾐﾕﾐ ｾｷ ﾘﾉｱ

中山　愛星 間　夏希 樋口　来美 近野　琴春 寺町　美友海 積　りのあ

近野　雅一 土井　健太郎 積　辰也

ｵﾉ ﾕｳｶ ｵｵｸﾎﾞ ﾓｶ ｱｵｲ ﾈﾈ ﾓﾘｼﾀ ﾐｵ ｻｸﾗｲ ﾕｱ ｷﾉｼﾀ ﾋﾅｺ

小野　優桜 大久保　百華 青井　寧々 森下　澪 櫻井　結愛 木下　陽菜子

森下　雅貴 櫻井　力 木下　大輔

ｱﾗｽﾅ ｼﾄﾞｳ ﾄﾖｼﾏ ﾄｷﾏｻ ｽｻﾐ ﾊﾙｷ ｻｲﾄｳ ﾐｶ ﾐﾔﾀ ｱｲﾅ ﾆｼｲｹ ﾉｲ

荒砂　士道 豊嶋　時正 周参見　大輝 斎藤　美雅 宮田　愛菜 西池　望結

荒砂　陽介 豊嶋　正暁 周参見　恭範 斎藤　海 宮田　勝治 西池　泰広

ｲｼｶﾜ ﾋｶﾘ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｽｹ ﾃﾗｵ ｼｭﾝｲﾁ ｵﾉ ﾘｴ ｱｻｲ ﾕｲ ｷｼ ﾘｺ

石川　輝 中山　晃佑 寺尾　駿逸 小野　利瑛 朝井　結愛 岸　凜心

石川　義典 中山　武信 寺尾　央輝 小野　美保子 朝井　真朗 岸　祐司

ｲﾁｾ ﾚﾝｸ ｺｲｹ ﾀｸﾄ ﾎﾘ ﾓﾓｶ ﾀｶｶﾞｷ ﾕﾘ ﾀｹｳﾁ ﾚｲ

※繰り上げ連絡中 市瀬　蓮来 小池　匠人 堀　百花 髙垣　友里 竹内　礼

市瀬　歩惟 小池　一倫 堀　朋克 高垣　和弘 竹内　康雄

ﾖｼﾏﾂ ﾕｳﾏ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ ｼﾗﾔﾏ ｿｳﾀ ﾓﾄﾑﾗ ｱﾔｶ ﾉﾌﾞﾄｳ ｺﾉﾐ ｲﾉｼﾀ ﾗﾝ

吉松　優馬 柳原　悠人 白山　想大 本村　彩歌 信藤　好 井下　蘭

吉松　智喜 柳原　怜那 白山　達 本村　弘貴 信藤　智 井下　宣広

ｱﾗｲ ﾐｶｻ ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾌｳｺ

新居　瑞笠 道端　楓子

新居　昌樹 道端　勇樹

ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾅ ﾊﾞﾊﾞ ｶｴﾃﾞ

村上　聖奈 馬場　楓

村上　宏輝 馬場　泰臣

ｻｻｷ ﾕｳﾅ ｷﾑﾗ ﾎﾂﾞｷ ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾈ

佐々木　夕奈 木村　帆月 中嶋　雪音

佐々木　強 木村　真哉 中嶋　知洋

15 ９：２２

17 ９：３８

16 ９：３０ 16

19 ９：５４

18 ９：４６

15

10 ８：４２ 10

14 ９：１４ 14

13 ９：０６ 13

12 ８：５８ 12

11 ８：５０ 11

9 ８：３４ 9

8 ８：２６ 8

7 ８：１８ 7

6 ８：１０ 6

5 ８：０２ 5

4 ７：５４ 4

3 ７：４６ 3

2 ７：３８ 2

東　OUT 東　IN

PGM世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 関西・東海予選

1 ７：３０ 1

11－12女→7－8男→7－8女 9－10男→9－10女

※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。　.



亀山ゴルフクラブ　２０２２，３，６（日） 西コース

※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
ﾀﾅｶ ﾋﾅ ﾓﾘﾔﾏ ｱｲ ｵｶｻﾞｷ ﾏｲﾔ ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ ﾊﾗ ﾀｸﾐ ｵﾊﾗ ﾕｳﾄ ﾕｷｻﾞﾈ ﾏﾅﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

田中　陽菜 森山　亜衣 岡嵜　マイヤ 大西　穂佳 原　匠生 尾原　優翔 行實　愛登 山口　大騎

田中　晃子 行實　愛子

ﾏｼﾓ ﾐｿﾗ ﾀﾂﾐ ﾙｱ ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅｶ ﾊﾔｼ ｷﾘﾅ ﾋﾛｾ ﾀｲﾁ ｺｲﾃﾞ ﾀｸﾏ ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾀ ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

真下　海空 巽　琉愛 松田　菜々榎 林　希莉奈 廣瀨　太一 小出　琢馬 花村　秀太 塚田　大雅

巽　龍 廣瀨　豊久

ﾅｶﾞﾀ ｱｲﾘ ｶﾅﾔ ｲﾂｷ ﾐﾔｺ ﾚｲｶ ﾏｴﾀﾞ ﾚｲﾅ ｱｽﾞﾏ ﾄｳﾔ ﾌﾙﾊｼ ｶｽﾞｻﾈ ﾄﾘｲ ﾋﾛｷ ｶﾄｳ ｹﾝｾｲ

永田　愛梨 金谷　一希 都　玲華 前田　羚菜 東　到矢 古橋　加寿翔 鳥居　大揮 加藤　健正

永田　拓也 古橋　俊江

ﾏﾂｵｶ ｱﾝｼﾞｭ ﾔﾏｼﾀ ﾕｽﾞﾊ ｶﾐｸﾎﾞ ﾐｻｷ ｲﾓﾄ ｼｲ ｼﾌﾞｶﾜ ｺｳ ｵｵｼﾏ ｺﾀﾛｳ ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｼｮｳﾏ ﾌｸﾊﾗ ﾄﾑ

松岡　杏樹 山下　柚葉 上久保　実咲 井本　思唯 渋川　煌 大島　琥太郎 辻上　翔眞 福原　渡夢

松岡　康彦 辻上　真輝

ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾘ ｺﾐﾔ ﾁﾂﾞﾙ ｶﾂﾐ ﾚｲ ﾕ ﾍﾘﾝ ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ ﾂｹﾞ ﾀｲｶﾞ ｲﾁｴ ﾏｻｷ ﾀﾞｲｶｲ ﾘｮｳｽｹ

杉浦　愛梨 小宮　千鶴 勝見　莉衣 ユ　ヘリン 進藤　太雅 柘植　大河 一江　真希 大海　諒介

小宮　勝時 一江　英和

ｽｽﾞｷ ﾗﾗ ﾑﾗﾅｶ ﾗﾗ ﾊｼｸﾞﾁ ｺｺﾐ ﾀｸﾞﾁ ｻｸﾗｺ ﾊﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ ｺﾏﾂ ｶｲﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾞﾝﾀ ｺﾀｹ ﾘｮｳｶﾞ

鈴木　らら 村中　良蘭 橋口　心海 田口　桜子 波部　俊一朗 小松　快聖 山本　紋大 小竹　遼河

鈴木　直樹 波部　公洋

ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ ｻｿｳ ｺﾄﾐ ﾔﾏｼﾀ ｱﾐ ﾀｹｳﾁ ﾕｲ ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｺﾞ ｲｼｶﾞｷ ｼｭｳ ｶﾒｲ ｶﾝﾀ ﾔｽｲ ﾀｲｶﾞ

橋口　仁海 佐相　ことみ 山下　アミ 竹内　ゆい 竹内　大悟 石垣　珠侑 亀井　幹大 安井　大賀

白村　幸男 安井　友和

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ ｳｽｲ ｶﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ ｷﾖﾓﾄ ﾐﾅﾐ ｵｵｶﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ ｳﾒﾀﾞ ｺｳｷ ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ

福田　有希 臼井　華帆 渡邊　紗弥華 清本　美波 大垣　孝太郎 梅田　昂暉 石原　龍之介 今村　吏桜

福田　竜次

ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ｶﾐﾔ ﾋﾅ ﾊﾔｼ ﾐﾅｷﾞ ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｶ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ ｲｴｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ｵｸﾞﾘ ﾃﾙﾔ ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ

神谷　桃歌 神谷　ひな 林　美凪 日比野　邑香 佐藤　一幸 家崎　日向 小栗　輝也 松田　夏月輝

神谷　真美子

ｶﾅﾔ ｷﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ ｻﾜｼﾏ ｺｺﾅ ｴｽﾞﾃﾞﾝｼ ﾁﾅｻ ｼﾝ ﾄﾞﾝｼﾞｭ ﾋﾗﾉ ﾚｲﾗ ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ ｶﾂﾏﾀ ﾖｳﾀ

金谷　希優 山田　翠咲 澤嶋　志奈 エズデンシ　ちなさ 申　東宙 平野　羚羅 小松　大洋 勝亦　翼太

ﾇﾉﾒ ｸﾚﾊ ｲﾄｳ ｾｱﾗ ｷﾊﾞ ｻｴﾉ ｱﾗｲ ｲﾁｺﾞ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｽｽﾞｷ ﾚｵ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ

布目　紅羽 伊藤　せあら 木場　冴乃 新井　苺 前田　悠翔 鈴木　蓮央 山田　龍之介 山内　祐輝

新井　恵子 前田　達輝

ﾋﾗﾔﾏ ﾌｳｶ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾅ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ ｲﾜﾊﾅ ｿｳｲﾁﾛｳ ｷﾑﾗ ﾕｳｻｸ ｷﾀｳﾗ ﾀｲｷ ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ

平山　楓夏 松本　來海 松浦　由奈 岩永　杏奈 岩花　宗一郎 木村　優作 北浦　大暉 中山　智晴

松浦　健二 岩花　伸夫

ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ ｺﾞﾄｳ ｱｲ ﾋﾗﾔﾏ ｺｺﾛ ｷﾖﾓﾄ ﾀｶﾋﾃﾞ ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭｳｼ ﾔﾍﾞ ｷﾞﾝｼﾞ ﾀﾅｶ ﾋｭｳｶﾞ

高橋　なな美 原田　彩希 後藤　あい 平山　心暖 清本　貴秀 川口　充志 矢部　銀士 田中　彪輝

後藤　一浩 川口　収

ﾉﾌﾞﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ ｷｯｶﾜ ｱﾔｶ ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｺ ﾂﾎﾞｲ ｶﾝﾀ ﾉﾑﾗ ｿｳｼ ﾓﾘ ﾊﾙｷ ｷﾀﾉ ｱﾂﾄ

信藤　希 吉川　凛 吉川　采香 池上　桃子 壷井　潤太 野村　壮志 森　春喜 北野　貴斗

吉川　聖児 森　和彦

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾚﾝ ｲｻﾞﾜ ﾕｳ ﾁｸｼ ﾋﾅﾉ ﾅｶﾞｵｶ ﾏｵ ｶｸﾀ ﾋﾛｷ ﾀﾆｶﾜ ｾﾝｲﾁﾛｳ ｻｻ ｺｳｼﾛｳ ﾐﾂﾅﾘ ﾊﾔﾄ

丸山　夏蓮 井澤　優 筑紫　ひなの 長岡　真穂 角田　寛貴 谷川　仙一朗 佐々　幸史朗 光成　颯

長岡　秀人 角田　貴彦

ｴｻｶ ﾐｵ ｱｶｲ ｼﾂﾞｷ ｽｷﾞﾀ ﾙｳ ﾅｶｵ ﾑｱ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄｳｼﾞﾛｳ ｱｻﾀﾞ ｾﾝｼﾞｭ ｵｵﾆｼ ｼｮｳｶ ﾏﾆﾜ ﾊﾔﾄ

江坂　実桜 閼伽井　雫月 杉田　琉羽 中尾　夢彩 柳川　藤次郎 浅田　千年樹 大西　翔駈 馬庭　隼人

江坂　健二 栁川　公明

ﾅｶｼﾏ ﾂｷﾊ ﾅｶｺﾞｼ ﾓﾓｶ ﾆｼﾓﾄ ｾﾗﾝ ﾓﾄﾉ ﾏｵ ｵｸﾑﾗ ｹﾝｺﾞ ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ ﾑｶｲ ﾘｮｳﾏ ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳ

中嶋　月葉 中越　百々香 西本　世蘭 元野　眞緒 奥村　憲剛 髙木　暢仁 向井　龍真 児玉　志優

中嶋　知洋 向井　公一

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ ｸﾄﾞｳ ﾓﾓｶ ﾔﾏﾑﾗ ﾏｵ ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾋﾖ ﾄﾉｳﾗ ｱﾂﾄ ｶﾀﾉ ｼｭﾝｽｹ ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ ｲﾉｺｼ ｶｽﾞﾄ

西村　雛 工藤　百華 山村　真央 柳谷　ひよ 殿浦　充翔 片野　隼輔 阿部　羽流斗 猪腰　和翔

猪腰　秀和

ｲﾉｳｴ ﾋﾅ ﾊﾅｵｶ ﾁﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾖﾘ ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝｶ ﾋｶﾞ ﾚｵ ｲﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ

井上　姫花 花岡　千陽 松本　陽愛 中山　凜花 比嘉　玲王 今田　一輝 福原　佑樹 中川　陽向

ｼｵﾀ ﾋｶﾙ ﾂﾂﾐﾉ ﾖｳｽｹ ﾀﾅｶ ｷﾗ ｲｼｶﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｶﾞﾜ ｺﾀﾛｳ ｳﾒﾀﾞ ﾙｲ ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ

塩田　星 堤野　洋介 田中　希來 石垣　龍之介 小川　琥太郎 梅田　琉偉 森本　樹

田中　照久

ﾀﾞｲﾌｸ ﾕｳﾏ ﾌｸﾀﾞ ﾚﾝﾄ ｼﾗｶﾜ ﾄｳﾀﾛｳ ｶﾜｾ ｼｮｳﾀ ｽﾐｶﾜ ｺｳｲﾁ ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾀﾑﾗ ﾙｲ

大福　悠真 福田　怜斗 白川　統太郎 川瀬　翔太 住川　孔一 加藤　金次郎 水野　隆太郎 田村　瑠唯

大福　誠 川瀬　隆文 住川　明彦

ﾔﾀﾞ ｹﾝｼ ｼﾝ ﾖﾝｼﾞｪ ﾗｲ ｹﾋﾞﾝ ﾏﾁﾀﾞ ｺﾀﾛｳ ｷﾑﾗ ﾙｲ ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ ｷﾖﾓﾄ ﾏｽﾄ ﾐｿﾞｶﾜ ﾊﾙﾄ

矢田　賢司 申　英栽 頼　ケビン 町田　虎汰朗 木村　塁 石田　剛士 清本　増人 溝川　陽大

町田　英奎 石田　雅嗣

ｶｹﾊｼ ﾘｮｳﾀ ｺﾞﾄｳ ｼﾞｮｳｲﾁ ﾏﾂｵｶ ﾀｲﾖｳ ﾆﾜ ﾘｮｳ ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾏ ﾈﾓﾄ ﾕｳﾏ ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｾｲ ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ

梯　量太 後藤　城一 松岡　太陽 丹羽　諒 山下　蒼馬 根本　悠誠 山内　雄惺 前田　哲宏

梯　憲治 山内　典之

ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝ ﾀｷﾀ ｺﾊｸ ｳﾗﾆｼ ﾘｮｳｽｹ ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾔ

原田　駿 瀧田　琥白 浦西　亮輔 岡本　嵩矢

浦西　晴信 岡本　和久

PGM世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 関西・東海予選

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

西　OUT 西　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。　.

4 ７：３８ 4

1 ７：１４ 1

3 ７：３０ 3

2 ７：２２ 2

6 ７：５４ 6

5 ７：４６ 5

8 ８：１０ 8

7 ８：０２ 7

10 ８：２６ 10

9 ８：１８ 9

12 ８：４２ 12

11 ８：３４ 11

14 ８：５８ 14

13 ８：５０ 13

16 ９：１４ 16

15 ９：０６ 15

18 ９：３０ 18

17 ９：２２ 17

９：４６ 20

19 ９：３８ 19

24１０：１８

※カート運転ボランティア　　　　江崎　尤次郎

※カート運転ボランティア　　川上　清香

※カート運転ボランティア　　明津　雅也※カート運転ボランティア　　西本　弘樹

23 １０：１０ 23

22 １０：０２ 22

21 ９：５４ 21

20


