
※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
ﾂﾂﾐ ｺｳｼﾝ ﾖｼﾐｽﾞ ｾｲﾔ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾔ ｶﾝ ｸｻ ﾊﾀﾀﾞ ﾙｲ ｲｽﾞﾐ ﾏﾅ ﾋｸﾞﾁ ｺｺ ﾋﾗﾅｶ ｱﾔﾅ

津々見　航心 吉水　晴耶 樋口　大弥 姜　久史 畠田　瑠 和泉　眞奈 樋口　瑚子 平仲　朱那

樋口　裕子 和泉　龍二

ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｸｶﾞ ｹﾝｼﾝ ｱｲﾂﾞ ｾｲﾉｽｹ ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ﾐｱｹ ｻｸﾗｺ ｺｲﾃﾞ ﾒｲ ﾊﾏﾔ ｺｺﾐ ﾅｶﾏ ﾘｵ

木村　竜之助 久我　健心 會津　誠之輔 海老沢　源太朗 三明　桜子 小出　芽依 濱屋　心実 中間　理桜

木村　有希 中間　信治

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ ｵｶﾓﾄ ﾚｵﾝ ｵｶ ｺｳｷ ﾔﾊﾀ ｱﾝﾅ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｺﾛ ﾐﾔｳﾁ ﾐｸ ﾊﾅｼﾛ ｺｺ

山本　大勢 木村　智哉 岡本　怜恩 岡　幸樹 矢幡　杏奈 川口　心路 宮内　美空 花城　来香

矢幡　基弘

ﾐｱｹ ﾚﾝ ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾎｳ ｿﾄﾜ ｼﾄﾞｳ ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ ﾂｶﾓﾄ ｺｺ ｱﾗｶｷ ｸﾗﾗ ｳﾗｻｷ ﾘｮｳ ｶﾉｳ ﾕｲ

三明　蓮 木下　大峰 外輪　獅童 山川　雄太郎 塚本　心々 新垣　くらら 浦崎　涼 叶　結衣

塚本　剛

ﾃﾙｷﾅ ｱｻﾋ ﾌｼﾞｴ ﾄｵﾔ ｳﾁﾑﾗ ﾕｳｻｸ ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾌﾟｳ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ｺﾎﾘ ﾐｱ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ｲｲｽﾞﾐ ﾙｲ

照喜名　朝昇 藤江　十弥 内村　優作 西嶋　元風 豊田　ヒカル 小堀　未愛 吉﨑　マーナ 飯泉　瑠偉

豊田　理智子

ｲﾅﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ｲﾜｶﾜ ﾚｵ ﾕｱｻ ﾕｳﾀﾞｲ ﾐｱｹ ﾕｳﾀ ｵｵｶﾞ ﾏﾅﾐ ｻｻｷ ﾚｲ ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉｶ

稲田　堅心 岩川　礼央 湯浅　優大 三明　優太 大賀　愛娘 佐々木　玲衣 北村　舞 渡邉　希風

岩川　城司 大賀　五都興

ｺﾞﾄｳ ﾘｸﾄ ｺﾞ ｴﾂﾉﾘ ｶﾄｳ ﾚﾝ ｵｵﾏﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ｶﾜﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｲﾉｳｴ ﾗﾆｲ ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾙ ﾆｼﾔﾏ ﾘﾝ

後藤　陸歩 呉　越謙 加藤　蓮 大町　晋太郎 川部　日向 井上　來虹 中村　愛琉 西山　凜

加藤　正雄 西山　秀明

ｺﾞﾔ ﾖｳｾｲ ｷﾑﾗ ﾙｲ ﾅｶﾏ ﾘｷ ﾊﾅﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ ｺｳ ﾄｸ ﾌｼﾞﾉ ｿﾗ ﾖｼｽﾞﾐ ﾓﾓｶ ｵｵﾂｷ ｺｺ

呉屋　陽星 木村　塁 中間　理稀 花田　幸之助 洪　德 藤野　蒼來 吉住　百華 大槻　呼幸

呉屋　琢磨

ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾔﾏｻｷ ﾀｲｷ ｶﾀﾉ ｶﾝｲﾁﾛｳ ｲﾉｳｴ ｵｵﾘ ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｲ ﾅｶ ﾁｶ ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾇ

沖田　雫 山崎　太喜 片野　貫一朗 井上　大鳳 永山　藍生 名嘉　千翔 長野　姫詩 安藤　絹

沖田　真一

ﾅｶﾞｻｷ ﾀｲｾｲ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ ｼﾓﾉﾎﾘ ｺｳﾀ ﾀﾃｲｼ ｾﾗ ﾋﾛﾖｼ ﾕﾘﾅ ｽｻﾞｷ ﾋﾖﾘ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ

長崎　大星 中村　虎ノ介 平田　兼慎 下ノ堀　功太 立石　惺愛 廣吉　優梨菜 須崎　日愛 橋本　ゆう

長崎　慎太郎

ﾂﾂﾐ ﾚｲﾅ ｶﾜｻｷ ｲﾁｶ ﾔﾀﾆ ｱﾔｶ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾖｼﾏﾂ ｺｳｷ ﾁｮｳ ｼﾞｭﾝﾗﾝ ｽﾄｳ ｲﾂｷ ﾅｶﾞｾ ﾀｸﾐ

津々見　怜奈 川﨑　依知花 矢谷　彩華 飯田　柚月 吉松　功輝 Zhang　Junran 須藤　樹 長瀬　巧

川﨑　健司 吉松　栄文 Zhang　lei

ﾕｱｻ ﾎﾉｶ ｸﾛﾂ ｺｺﾈ ﾐｳﾗ ﾉｱ ｺﾞﾄｳ ﾆｲﾅ ﾐｾ ｴｲﾀ ﾐﾔｷﾞ ｼﾞｮｾﾌ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ ｶﾉｳ ﾘｮｳ

湯浅　穂花 黒津　心音 三浦　望愛 後藤　新菜 三瀬　瑛大 宮城　ジョセフ 岡田　凛空 叶　遼

野村　年秋 三浦　真輝 三瀬　長徳 岡田　アイ

ﾄﾀﾞ ﾏﾅｶ ｷｭｳﾏ ｶﾉﾝ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ｳﾁﾔﾏ ﾆｲﾅ ｵﾀﾞ ｴｲﾀ ｱﾗｶｷ ｼﾝﾘ ﾋﾗｲ ｲｯｷ ｴﾀﾞ ｲﾄ

戸田　愛香 久間　奏音 佐々木　花虹 内山　仁愛 織田　瑛太 新垣　信莉 平井　一錦 江田　伊兎

久間　大輔 平井　茂

ﾆｼﾀﾞ ﾘﾝ ﾊﾔｼ ﾏｱﾔ ｺﾞﾔ ﾓﾓｺ ﾌｼﾞｷ ｻｸﾗ ｺｳ ﾌｸ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲｶﾞ ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾆ

西田　鈴 林　真綾 呉屋　萌々子 藤木　桜 洪　富 廣木　直翔 高柳　大河 宮本　洵維

西田　景三 廣木　梨恵

ﾔｼﾛ ｵｳｽｹ ｿﾉ ｶｽﾞﾏ ﾀｶｾ ﾘｸ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｲ ﾄﾀﾞ ｱﾔﾅ ﾔﾏﾆｼ ﾘﾝｶ

八代　鷹将 園　和真 高瀬　莉空 渡邉　希音 戸田　彩愛 山西　凜花

八代　祐幹 園　真規 高瀬　宏之 渡邉　梨菜 戸田　真由美 山西　かおり

ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ ﾀﾅｶ ﾀｲｷ ﾓﾘﾀ ｺｳｾｲ ｺﾞﾄｳ ｺｺﾅ ﾖｼﾀｹ ﾎﾉｶ ﾀﾊﾞ ﾐｽﾞﾉ

柴田　紳二郎 田中　大貴 森田　紘生 後藤　心愛 吉武　歩乃佳 田場　泉乃

柴田　志穂 田中　直子 後藤　政勝 吉武　康章 田場　竹次

ﾄﾝﾌﾟｿﾝ ｼﾞｬｯｸ ﾀｶﾀﾞ ｱﾂﾄ ｶﾄｳ ﾘｮｳ ｺｳﾀｹ ﾂﾊﾞｷ ﾁｬﾝ ﾋﾞﾊﾞﾘｰ ﾏｽﾀﾞ ｶﾝﾅ

トンプソン　ジャック 高田　敦翔 加藤　遼 高武　椿 チャン　ビバリー 増田　栞名

トンプソン　スコット 高田　元太 加藤　孝慈 高武　愛 チャン　オスカー 増田　太

ｵｶﾞﾀ ｴｲﾄ ﾉｶﾞﾐ ﾁｶﾗ ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｾｲ ﾋﾗﾀ ﾏﾘｱ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ｼﾏﾀﾞ ﾓﾐｼﾞ

尾形　栄飛 野上　力 山中　太聖 平田　麻莉亜 大栗　愛珠 嶋田　もみじ

尾形　栄治 野上　祐輔 山中　久男 大栗　崇司 嶋田　さゆり

ｺﾏｷ ﾕｳﾄ ﾓﾘｵｶ ﾘｸｳ ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ﾂﾄﾞﾒ ｶﾝﾅ ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾅ ﾐﾅﾐ ｴﾐ

小牧　優斗 森岡　俐空 鈴木　颯人 津止　柑那 村上　聖奈 南　愛美

小牧　武士 森岡　育子 鈴木　克幸 津止　克明 村上　宏輝 南　勇大

ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾏ ｼﾏﾀﾞ ﾏｵｳ ﾌｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝｷ

根本　将誠 島田　真英 福原　純輝

根本　大 島田　光浩 福原　純

1 8:00 1

福岡国際カントリークラブ　七又コース　2023.2.18

※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


