
千成ゴルフクラブ　2023.３.21（火・祝）

※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 2023.3.9現在

ﾋﾙﾏ ｺｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾌﾐ ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾑ ﾂﾁﾔ ﾋｭｰｲｹﾝﾄ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅ ﾏﾂﾓﾄ ｶｺﾉ ｶｲｴﾀﾞ ﾉｱ

比留間　康介 小林　尚史 金澤　和夢 土屋　ヒューイ賢人 池上　愛菜 松本　花仔乃 ※繰上連絡中 海江田　乃愛 15－18男 24

金澤　和道 松本　和之 15－18女 24

ｺｲｽﾞﾐ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾄﾐﾔｽ ﾚﾝ ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ ｶﾓｼﾀ ﾕｳﾘ ｶﾅﾔ ｲﾂｷ ﾄﾀﾞｶ ﾚｲﾅ ｻﾄｳ ｱﾏﾅ ｻｲﾄｳ ｱｲｻ 13－14男 24

小泉　慶一郎 富安　廉 岡田　海斗 鴨下　勇利 金谷　一希 戸髙　玲奈 佐藤　甘菜 齋藤　愛桜 13－14女 24

小泉　尚久 金谷　圭一 11－12男 19

ﾀｹﾊﾅ ｿｳﾀ ﾖｺｲ ﾀﾛｳ ﾉﾁ ﾋﾅﾀ ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ ﾄｷﾀ ｻｷ ﾀｶﾀﾞ ｶﾘﾝ ｶﾀｵｶ ｱﾐﾘ 11－12女 20

竹花　颯汰 横井　太郎 野地　陽向 岡田　隼輔 渡辺　咲香 時田　咲希 髙田　嘩琳 片岡　彩実里 9－10男 6

野地　美香 片岡　賢善 9－10女 6

ｸﾏｶﾞｲ ﾁｱｷ ｱﾋﾞｺ ﾀﾞｲｽｹ ｼﾏｶﾜ ﾕｳﾏ ｾｷ ｼｮｳﾀ ｻﾉ ｶﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ ｵｵﾓﾘ ﾐｸ ｶﾄｳ ｷﾂﾞｷ 7－8男 6

熊谷　地陽 安孫子　大祐 島川　優真 関　翔汰 佐野　夏奈 遠藤　桂音 大森　未来 加藤　輝月 7－8女 6

安孫子　尚人 合計 159

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾘﾁｬﾄﾞ ｲﾁﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾄ ﾄｷﾜ ｶｽﾞﾔ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾐﾕｷ ｻﾉ ﾐﾅ ﾂﾎﾞｲ ﾉｱ ﾀﾅｶ ｽﾅﾘ

宇田川　理茶度 市村　翔太郎 栗原　遥大 常盤　和也 松枝　未倖 佐野　美奈 坪井　乃杏 田中　澄南里

宇田川　清悟

ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾄｼ ﾔｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ ｲｶﾞｲ ﾋﾅﾀ ｽｽﾞｷ ﾕｳ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ﾌﾀﾜﾀﾘ ｱﾝﾅ ｺｲｹ ｱｲﾘ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｶ

山崎　咲寿 八木沢　浩心郎 亥飼　陽 鈴木　柚生 吉﨑　マーナ 二渡　行夏 小池　愛莉 松本　夏華

八木沢　浩一

ｻｯｶ ﾄｳﾏ ﾔｷﾞｻﾜ ｶｲｵﾝ ﾋｶﾞｼ ﾛﾋﾞﾝ ﾀｹｲ ﾀﾞｲﾔ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ｶﾄｳ ﾏｵ ｵｵﾂｷ ｺｺ ｿｳﾄﾒ ｱｲｸ

作家　叶真 八木沢　迦音 東　路敏 武井　大也 福田　美来 加藤　舞桜 大槻　呼幸 五月女　愛來

武井　莊八 加藤　純子

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾅﾘ ｲﾜｲ ﾚﾌ ｼﾏﾀﾞ ﾗｲﾄ ﾑﾗﾀ ﾒｲ ｸﾛｽ ﾒｲ ｻﾄｳ ｲﾛﾊ ﾔﾏｼﾀ ｶﾚﾝ

森田　大悟 渡辺　優名利 岩井　礼歩 島田　楽生人 村田　芽依 黒須　愛生 佐藤　彩葉 山下　楓恋

渡邊　裕治 村田　妙子 山下　恵世

ﾆｼﾀﾞ ﾘｸ ﾅﾘﾏﾂ ｼｭﾝ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ ｱﾝｻﾞｲ ﾐｿﾗ ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ ｵｾﾞｷ ﾒｲ

西田　吏玖 成松　峻 林田　遼汰 河村　朋輝 安西　美空 鈴木　みなみ 小口　満里奈 小関　萌衣

成松　主悦 鈴木　雅俊 小関　一秀

ｷﾁｾ ﾚﾝﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ ﾖﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾀｶｳﾗ ｲﾌﾞｷ ｼﾏｶﾜ ﾓﾓｺ ﾓﾄﾑﾗ ｱｶﾈ ｺﾞﾄｳ ｱｲ ﾐｶﾐ ﾘﾝｶ

吉瀬　蓮太郎 斎藤　旬一 依田　悠誠 高浦　維吹 島川　桃子 本村　紅音 後藤　あい 三神　凛果

齋藤　博行 後藤　一浩

ﾁｮﾝ ﾋｮﾇ ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ ﾅｶｵ ﾐｷﾄ ｲﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ ｺｲｽﾞﾐ ｴﾏ ﾋﾛﾉ ﾘｱ ｶﾅﾔ ｷﾋﾛ ｲﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾈ

鄭　顕羽 水沼　勇太 中尾　樹人 今田　昌也 小泉　映真 廣野　里彩 金谷　希優 今枝　綾音

中尾　奈津 廣野　則子

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙｲ ｶﾀﾉ ｶﾝｲﾁﾛｳ ｼﾉﾊﾗ ｼﾄﾞｳ ｾﾉｵ ｹﾝｾｲ ﾐｳﾗ ﾓﾓｴ ｽｽﾞｷ ｶﾌｳ ｷﾇｶﾜ ﾏｲ ﾂﾁﾔ ｵｰﾄﾞﾘｰ

柳沢　瑠李 片野　貫一朗 篠原　獅童 妹尾　健生 三浦　百枝 鈴木　花風 衣川　真唯 土屋　オードリー

柳沢　隆宏 鈴木　秀治

ｳﾂｷﾞ ｻﾔｶ ｸﾛﾀﾞ ﾓﾓｶ ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙ ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾅ ｻｯｶ ﾗｲｵ ﾀｺﾞ ﾘｵﾄ ｽｹｶﾞﾜ ﾚｲｽｹ

宇津木　さやか 黒田　百花 稲葉　晴 吉永　茉奈 作家　来旺 田子　吏央斗 助川　玲輔

宇津木　直樹 吉永　恵理 須藤　繁治

ﾏｽﾀﾞ ﾘﾝ ﾄﾖｼﾏ ｶﾝﾅ ﾐｽﾞﾇﾏ ﾏｺ ﾀｶｷﾞ ｱｲ ﾀｻｷ ﾕｳﾉｽｹ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾃﾗｶﾄﾞ ｺﾀﾛｳ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ

増田　凜 豊嶋　莞奈 水沼　茉子 高木　杏衣 田崎　雄之助 増田　悠人 寺門　虎太朗 岡田　凛空

水沼　貞夫 高木　圭子 岡田　智徳

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾐﾀ ﾘﾅ ﾁｶｼｹﾞ ﾚﾅ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾐﾈﾑﾗ ﾚｲ ｽﾄﾞｳ ﾊﾝﾄ ｵｶﾔｽ ﾊﾙｷ

依田　夏来 箕田　吏那 近重　怜奈 岩永　梨花 福田　翔太 峯村　怜 須藤　はんと 岡安　悠稀

依田　隆志 近重　直人 岡安　達也

ｲﾅﾑﾗ ｶｸﾞﾔ ｲｿｻﾞｷ ﾚｱ ｷｬﾒﾛﾝ ｱｲﾗ ｷｸﾁ ﾐｺﾄ ｽﾉﾊﾗ ﾕｳﾏ ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾁｮﾝ ﾁｬﾝｳ

稲村　かぐや 磯崎　玲杏 キャメロン　アイラ 菊地　美琴 春原　夕真 三浦　秀晴 石川　翼 鄭　昶羽

稲村　博美 菊地　孝郎 春原　一真

ﾔﾏｼﾀ ﾓﾈ ｷﾇｶﾜ ﾏﾕ ｲｲﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ ｶﾄｳ ｱﾝ ﾄﾐﾀ ﾏｷｱ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾝﾀ ﾄﾀﾞｶ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾄﾞﾘ ﾘｭｳｱﾗﾝ

山下　萌寧 衣川　真夢 飯山　希 加藤　杏 冨田　真起明 山崎　絆太 戸髙　隆世 宿利　龍アラン

飯山　浩希 加藤　太一 宿利　元

ｺﾌﾃﾞ ｲｯｻ ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ ﾁｮﾝ ｼﾞｪｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾞ ﾅｶﾞｵ ﾏﾘｶ ﾓﾘﾀ ﾋﾅﾉ

小筆　一颯 櫻井　悠翔 鄭　才羽 山﨑　すず 永尾　鞠花 森田　妃那乃

小筆　聡 櫻井　奨司 鄭　宇栄 山﨑　崇史 永尾　修司 森田　健司

ﾀｶｳﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ ﾖﾈｸﾗ ﾋﾛﾄ ﾀｶｾ ﾘｸ ﾌｼﾞﾉ ﾐﾚｲ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ﾖｼﾅｶﾞ ﾒｸﾞﾐ

高浦　丈慈 米倉　大翔 高瀬　莉空 藤野　美玲 大栗　愛珠 吉永　芽育

高浦　洋一 米倉　健二 高瀬　宏之 藤野　智久 大栗　崇司 吉永　恵理

ﾏｽﾀﾞ ﾚﾝ ｷﾑ ﾃﾕﾝ ﾓﾘﾀ ﾀｲﾄ ｽｴﾅｶﾞ ｱｲﾐ ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾌｳｺ ｱｸﾂ ﾉﾄﾞｶ

増田　蓮 金　泰融 森田　泰飛 末永　愛実 道端　楓子 阿久津　和花

増田　敬介 金　黎明 森田　宏樹 末永　聡 道端　勇樹 阿久津　仁史

ﾊﾀ ｴｲﾄ ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ ｵｵﾁ ｷﾖﾄﾗ ﾂﾄﾞﾒ ｶﾝﾅ ﾓﾄﾑﾗ ｶｽﾐ ﾋｵｷ ﾕｻﾈ

秦　栄斗 藤井　結翔 大地　清虎 津止　柑那 本村　奏澄 日置　結心

秦　静丸 藤井　秀哲 大地　真友紀 津止　克明 本村　弘貴 日置　緑

※ボランテイア　石川  行雄

※ボランテイア　海野隆之

18 ９：５４ 18

16 ９：３８ 16

17 ９：４６ 17

14 ９：２２ 14

15 ９：３０

21 １０：１８ 21

19 １０：０２ 19

20 １０：１０ 20

15

８：５８12 12

調整時間

13 ９：１４ 13

10 ８：４２ 10

11 ８：５０ 11

8 ８：２６ 8

9 ８：３４ 9

6 ８：１０ 6

7 ８：１８ 7

4 ７：５４ 4

5 ８：０２ 5

2 ７：３８ 2

3 ７：４６ 3

PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会　関東①

1 ７：３０ 1

OUT IN

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

※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。　.


