
2022年4月16日（土）　美浦ゴルフ倶楽部

※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。

組 組

ｱｲｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｵｵｲﾜ ﾖｼﾅｵ ﾅｶﾔﾏ ﾏﾋﾛ ﾃﾙｷﾅ ｱｻﾋ ｽﾅｶﾞ ﾈﾈ ﾐﾂﾊｼ ｱｲﾘ ｶﾂﾏﾀ ﾚｲﾅ

相浦　大輝 大岩　慶尚 中山　真尋 照喜名　朝昇 須永　ねね 三橋　愛里 勝亦　令奈

相浦　功治 木村慶二郎

ｸﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｻｸ ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾃﾂ ﾖｼｻﾞﾜ　ﾐｻｷ ﾀｶﾊｼ ｺﾊｸ ｱﾝｻﾞｲ ｱﾕﾐ ｶｲｴﾀﾞ ﾉｱ

工藤　颯太 平山　幸作 松澤　虎大 吉沢　己咲 高橋　こはく 安西　歩美 海江田　乃愛

平山　敬裕 海江田　勝由

ｲﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ﾓﾄ ﾀｲｼ ﾋｶﾞｼ ｱﾗﾝ ｵｵﾑﾗ ﾆﾉ ﾐﾔｷﾞ ﾕｳ ﾅﾘﾀ ｴﾏ ﾀｶﾀﾞ ﾅｵ

板村　凌太 本　大志 東　亜藍 大村　仁乃 宮城　柚 成田　瑛麻 高田　菜桜

高田　政治

ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ ｶﾓｼﾀ ﾕｳﾘ ﾌｼﾞｲ ｹﾞﾝｷ ｶﾈｺ ｻｸﾗ ｵｵﾂｶ ﾕｷﾉ ﾆｼﾓﾄ ﾐﾕ ｽﾄｳ ﾐｶﾅ

平野　誠一 齋藤　裕 鴨下　勇利 藤井　元気 金子　櫻希 大塚　由姫乃 西本　美優 須藤　みかな

金子　龍

ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾀｲｶﾞ ﾀｹﾊﾗ ｹｲｺﾞ ｲﾃﾞ ﾀｲﾖｳ ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ｴﾝﾄﾞｳ ﾗﾑ ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾊ ﾊﾔｼ ﾏｲ ｶｶﾞﾀ ﾕｳ

ゴヴォロヴスキー　大河 竹原　佳吾 井出　太陽 小松　潤 遠藤　来夢 篠原　優葉 林　真衣 加賀田　優

ﾐﾂﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾊﾛ ﾀﾅｶ ﾊﾙ ｶﾐﾑﾗ　ﾔﾏﾄ ｼｵﾃ ﾘｻ ﾐﾔｷﾞ ｷｮｳ ｴﾉﾓﾄ ｷｮｳｶ ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ

三橋　颯太朗 大久保　麻波浪 田中　天晴 上村　大和　 塩手　莉彩 宮城　杏 榎本　杏果 伊藤　ひより

ｺﾞｳﾞｫﾛｳﾞｽｷｰ ﾘｮｳｶﾞ ﾀｹｲ ﾀﾞｲﾔ ﾀﾞｲｺﾞｳ ｷｲﾁ ｲｶﾞﾗｼ ﾘﾝ ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ ﾌﾀﾜﾀﾘ ｱﾝﾅ

ゴヴォロヴスキー　遼河 武井　大也 大郷　喜一 五十嵐　凛 小宮　千愛 二渡　行夏

武井　莊八 小宮　あいか

ｱﾗｷ ｹｲﾀ ｼﾐｽﾞ ｶﾅﾙ ﾐﾁｳｴ ﾀｹﾙ ﾀﾑﾗ ﾓﾅﾐ ｸﾎﾞﾀ ｻﾗ ｻﾄｳ　ｲﾛﾊ

荒木　敬太 清水　奏琉 道上　嵩琉 田村　萌来美 窪田　沙羅 佐藤　彩葉　　

荒木　正史 田村　妥江子

ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ ｼﾌﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｹｻﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ ﾅｶﾔﾏ ﾚｵﾄ ﾅｶｼﾏ ﾂｷﾊ ﾃﾗﾓﾄ ｱｶﾘ ｱﾗｷ ﾕｲ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾘ

井上　滉太 渋井　晃太郎 武澤　晋之介 中山　怜音 中嶋　月葉 寺本　朱利 荒木　結衣 西澤　美李

井上　拓也 中嶋直子

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼｷ ｱﾜﾉ ﾀｲｾｲ ｻｲﾄｳ　ｼｭﾝｲﾁ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾁｬﾄﾞ ﾅｶﾞｻﾜ　ｱｲﾗ ﾔﾅﾊﾗ ﾕｲ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ｼﾊﾞｻｷ　ｶﾘﾝ

柳田　圭輝 粟野　泰成 齋藤　旬一　　 宇田川　理茶度 長澤　愛羅 柳原　由依 吉﨑　マーナ 柴崎　香凛

柳田　紀昭 吉﨑　俊朗

ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾑ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ ｳｽﾀﾞ ｱｲ ﾊﾏ ｱﾔﾒ ｸﾆﾖｼ ｱｲﾗ ｲﾄｳ ｱｲｶ

西山　修生 渡邉　日向 金澤　和夢 大久保　友貴 臼田　藍 濱　朱姫 國吉　愛良 伊藤　愛華

臼田　貴博

ﾔﾏｻﾞｷ　ｻｸﾄｼ ｼﾏﾀﾞ ﾗｲﾄ ﾅｶﾔﾏ ｵｵｷ ｺｼﾞﾏ ｶｲｵｳ ﾊﾔｼ ｱｷﾐ ｸﾄﾞｳ ﾕｷﾉ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ｻｲﾄｳ ｱｲﾅ

山崎　咲寿 島田　楽生人 中山　大生 小島　海王 林　愛輝美 工藤　優貴乃 岸田　想來 斎藤　碧夏

ﾓﾄﾑﾗ ｱｶﾈ ｵｾﾞｷ ﾒｲ ｵﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ ｵﾀﾞ　ｴｲﾀ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ

本村　紅音 小関　萌衣 小野澤　マリア 織田　瑛太 沖田　雫 岡田　凛空

小野澤　幸雄 沖田　真一 岡田　智徳

ﾌｸｻﾞｷ ﾘﾘ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ｽﾄﾞｳ ﾊﾝﾄ ﾈﾓﾄ ﾕｳﾏ ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳ

福崎　凛々 飯田　柚月 佐々木　花虹 須藤　はんと 根本　悠誠 荒川　遼

福崎　俊 荒川　幸治

ｲﾘｸﾗ ﾒｸﾞﾘ ｺﾀﾞﾏ ﾓﾓ ﾂﾁﾔ ｵｰﾄﾞﾘｰ ｽﾄｳ　ｲﾂｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾝﾀ ﾋﾛｻﾜ ﾀｶﾔ

入倉　愛莉 児玉　桃 土屋　オードリー 須藤　樹 山崎　絆太 広澤　敬也

児玉　龍司 山崎　修

ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾐ ｶﾄｳ ﾏｵ ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｱ ｶﾐﾅｶﾞ ﾅｵｷ ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ ﾐﾔｳﾗ ﾀｸﾄ

岡村　侑実 加藤　舞桜 永井　夢亜 神永　直輝 三浦　秀晴 宮浦　拓都

岡村　大輔 三浦　絹枝

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐｸﾙ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ ｱﾝｻﾞｲ ﾐｿﾗ ﾔｷﾞｻﾜ ｶｲｵﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾏ ﾀﾕ ﾋﾋﾞﾄ

畠山　みくる 藤本　華 安西　美空 八木沢　迦音 山崎　暖真 田湯　日々東

畠山　隆之 八木沢　浩一

ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ ﾔﾏｼﾀ ﾓﾈ ｲﾅﾑﾗ ｶｸﾞﾔ ｻｶｲ ﾐﾚｲ ｱｷﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ ｳｴﾉ ｺｳﾘｮｳ ﾋｶﾞｼ ﾛﾋﾞﾝ ｶﾄｳ ｷﾝｼﾞﾛｳ

山下　蒼生 山下　萌寧 稲村　かぐや 境　美玲 秋元　健太郎 上野　航良 東　路敏 加藤　金次郎

稲村　光城 秋元　健司

ﾀｶｾ　ﾘｸ ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ ｻﾉ ﾐｻｷ ﾓﾄﾑﾗ ｱﾔｶ

高瀬　莉空 戸髙　隆世 佐野　心咲 本村　彩歌

高瀬宏之 戸高　剛 佐野　正典 本村　弘貴

ｼﾓｻﾞｷ ｱｵﾄ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｻ ﾀｹﾀﾞ ｷｻｷ

下崎　蒼大 加藤　遼大 藤原　凜咲 武田　貴妃

下崎　一成 加藤　光 藤原　寛之 武田　英将

ﾋﾛﾊｼ ﾘﾄ ﾔﾌﾞｷ ﾕｳﾏ ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ ｳﾂｷﾞ ｻﾔｶ ｻｲﾄｳ ﾐｶ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ

廣橋　璃人 矢吹　侑大 稲葉　輝海 宇津木　さやか 斎藤　美雅 大栗　愛珠

広橋　貴寿 矢吹　慎一 稲葉　靖子 宇津木　直樹 斎藤　海 大栗　崇司

ﾄﾖｼﾏ ﾄｷﾏｻ ﾖｼﾏﾂ ﾕｳﾏ ｲｼﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ ｲｲﾉ ﾕｲﾅ ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾈ ｺｼﾞﾏ ｻﾅ

豊嶋　時正 吉松　優馬 石塚　大和 飯野　結心奈 中嶋　雪音 小嶋　紗奈

豊嶋　正暁 吉松　智喜 荒井　大和 飯野　秀樹 中嶋　知洋 小嶋　満

ﾆｶｲﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾄ ｱﾗｽﾅ ｼﾄﾞｳ ｱﾗｲ ﾐｶｻ ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾅ

二階堂　功一 横山　勇人 荒砂　士道 新居　瑞笠 中村　美音 村上　聖奈

二階堂　雅和 横山　三博 荒砂　陽介 新居　麻由子 亀井　公子 村上　宏輝

調整時間

※ボランティア　植田　康雄

※ボランティア　森井　敏彦

※ボランティア　中山 好

16 ９：１６ 16

18 ９：３２ 18

23 １０：２０ 23

22 １０：１２ 22

21 １０：０４ 21

17 ９：２４ 17

20 ９：５６ 20

19 ９：４８ 19

９：０８ 15

14 ９：００ 14

15

13 ８：５２ 13

12 ８：３６ 12

調整時間

11 ８：２８ 11

10 ８：２０ 10

5

調整時間

9 ８：１２ 9

8 ８：０４ 8

※ボランティア　海野　隆之

2 ７：０８ 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　1日目

OUT IN

1 ７：００ 1

※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。　.

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

3 ７：１６ 3

4 ７：２４ 4

7 ７：５６ 7

6 ７：４０ 6

5 ７：３２


