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2023.3.16更新版

※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
ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄｳｼﾞﾛｳ ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲﾀ ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾅ ｶﾅﾔ ｲﾂｷ ｶﾆｴ ﾐｳ

佐藤　日向 柳川　藤次郎 中川　瑛太 小宮　千愛 金谷　一希 蟹江　美羽

栁川公明　柳川さとみ 小宮　勝時

ﾌﾅｵｶ ｾｲｼﾛｳ ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｺﾏﾂ ﾀｲﾖｳ ﾊﾀﾀﾞ ﾙｲ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾃﾝｶ ｱﾗｶｷ ｸﾗﾗ ｲｽﾞﾐ ﾏﾅ

船岡　誠志郎 高木　暢仁 小松　大洋 畠田　瑠 溝口　天歌 新垣　くらら 和泉　眞奈

溝口　豪

ﾎｶｲﾜﾄﾞ ｾｲｼﾞ ｱﾗｲ ﾀﾂﾉﾘ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾔｸﾓ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾙﾐ ｷｸﾀ ﾋﾅ ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾅ ﾆｼﾓﾄ ｾﾗﾝ

外岩戸　晟士 新井　龍紀 北條　陽雲 松本　舜乃介 松本　來海 菊田　ひな 松浦　由奈 西本　世蘭

新井　恵子 菊田　徹

ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ ﾋﾗﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾏ ﾘｵ ﾅｶｼﾏ ﾂｷﾊ ﾊﾀ ﾌﾐｶ ﾅｶｵ ﾑｱ

武田　紘汰 山本　大勢 平松　孝太郎 海老沢　源太朗 中間　理桜 中嶋　月葉 秦　悠栞 中尾　夢彩

中間　信治

ｲﾏﾑﾗ ﾘｵ ﾖｼﾐｽﾞ ｾｲﾔ ﾔﾏﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ｵｸﾑﾗ ｹﾝｺﾞ ｱｵﾔﾏ ﾕｽﾞﾕ ﾖｼｻﾞｷ ﾏｰﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ ﾀｶｷﾞｼ ﾘﾝ

今村　吏桜 吉水　晴耶 山邊　一徳 奥村　憲剛 青山　ゆずゆ 吉﨑　マーナ 西村　雛 髙岸　鈴

ｵｵﾆｼ ｼｮｳｶ ｱｶﾏﾂ ｾｲｼﾝ ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ ｼﾌﾞｶﾜ ｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ ｼﾐｽﾞ ﾐｵﾘ ﾄﾖﾀﾞ ﾋｶﾙ ｲﾉｳｴ ﾋﾅ

大西　翔駈 赤松　成眞 山川　雄太郎 渋川　煌 仲村　梓 清水　美櫻里 豊田　ヒカル 井上　姫花

ﾐｿﾞｶﾜ ﾀｲﾖｳ ｼﾓﾉﾎﾘ ｺｳﾀ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ｺﾞﾄｳ ｱｲ ｶﾅﾔ ｷﾋﾛ ﾀｶﾔﾏ ｻｻﾗ ﾀﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ

溝川　大耀 下ノ堀　功太 上田　涼真 後藤　あい 金谷　希優 高山　ささら 龍本　奈月

溝川　仁美 後藤　一浩

ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ ｵｵﾆｼ ｺｳﾒｲ ｳﾒﾀﾞ ﾙｲ ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵ ﾋﾗﾔﾏ ｺｺﾛ ﾌｼﾞﾉ ｿﾗ ﾋﾛﾖｼ ﾕﾘﾅ

石田　剛士 大西　晃盟 梅田　琉偉 杉本　奈央 平山　心暖 藤野　蒼來 廣吉　優梨菜

石田　雅嗣 杉本　佳之

ﾅｶﾞｻｷ ﾀｲｾｲ ﾅｶｳｴ ﾘｮｳﾏ ｳﾗﾆｼ ﾘｮｳｽｹ ｶﾀﾉ ｶﾝｲﾁﾛｳ ﾉｸﾞﾁ ｴﾐﾘ ｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ ﾆｼﾅ ﾕｳｶ ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾝﾅ

長崎　大星 中上　遼真 浦西　亮輔 片野　貫一朗 野口　笑里 伊藤　柚葵 仁科　優花 岩永　杏奈

長崎　慎太郎 仁科　良太

ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ ｵｷﾀ ｼｽﾞｸ ﾋﾗﾀ ｹﾝｼﾝ ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳ ﾌｸﾀﾞ ﾐｸﾙ ｵｵﾂｷ ｺｺ ｶﾜﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｴｻｶ ﾐｵ

森下　雅頌 沖田　雫 平田　兼慎 西山　修生 福田　美来 大槻　呼幸 川部　日向 江坂　実桜

沖田　真一 江坂　健二

ﾖｼﾕｷ ｱﾑﾛ ｺﾞﾔ ﾖｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾐﾁｳｴ ﾀｹﾙ ｴｽﾞﾃﾞﾝｼ ﾁﾅｻ ｲﾉｳｴ ﾗﾆｲ ﾓﾘ ｼﾂﾞｷ ﾌｸｻﾞｷ ﾘﾘ

吉行　アムロ 呉屋　陽星 山田　龍之介 道上　嵩琉 エズデンシ　ちなさ 井上　來虹 森　紫月 福崎　凛々

山田　加奈子 林　文彦 福崎　俊

ﾏﾂｵｶ ﾀｲﾖｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ ｲﾉｳｴ ｵｵﾘ ﾂﾂﾐﾉ ﾖｳｽｹ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｲ ｶﾝﾀﾞ ﾋｲﾛ

松岡　太陽 中川　陽向 井上　大鳳 堤野　洋介 小笠原　瑞季 信藤　希 永山　藍生 神田　陽色

松岡 直一 永山輝全

ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾎ ｻｶｲ ﾐﾚｲ ﾌｼﾞｷ ｻｸﾗ ﾊｼｶﾜ ﾐﾝｸ ﾐｿﾞｶﾜ ﾊﾙﾄ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲｶﾞ ﾊﾅｿﾞﾉ ｶｽﾞﾏ

中山　愛星 境　美玲 藤木　桜 橋川　珠空 溝川　陽大 高柳　大河 花園　一真

中山　 春香 溝川　剛光

ﾀｶｶﾞｷ ﾕﾂﾞｷ ｶﾜｻｷ ｲﾁｶ ﾊｻﾞﾏ ﾅﾂｷ ｲﾜﾅｶﾞ ﾘﾝｶ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ ﾖｼﾕｷ ﾛｰﾘ ｺﾞﾄｳ ｼﾞｮｳｲﾁ ｽﾄｳ ｲﾂｷ

高垣　柚月 川﨑　依知花 間　夏希 岩永　梨花 岡田　凛空 吉行　ローリ 後藤　城一 須藤　樹

川﨑　健司 岡田　アイ

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁﾂﾞﾙ ｱｵｲ ﾈﾈ ﾔﾏｼﾀ ﾓﾈ ｺｲｹ ﾕｳﾀ ﾋﾛｷ ﾅｵﾄ ｷﾀﾓﾄ ﾀｲﾁ ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

竹田　妃菜 川端　千鶴 青井　寧々 山下　萌寧 小池　悠太 廣木　直翔 北本　太一 上田　大地

青井　聡 北本　貴之

ｼｹﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾅ ｺﾞﾔ ﾓﾓｺ ｻﾄｳ ﾐﾕｳ ﾃﾗｵｶ ｺｳ ｵﾀﾞ ｴｲﾀ ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ ｼﾁｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾔﾏｼﾞ ｱｻﾋ

重原　純奈 呉屋　萌々子 佐藤　心裕 寺岡　虹 織田　瑛太 前田　哲宏 七條　龍之介 山路　朝陽

重原　道代 七條　裕介

ｸﾎﾞ ｶﾉﾝ ｲｲﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ｻｻｷ ﾊﾅｺ ｱｺｳ ﾐﾗｲ ﾔﾀﾞ ｹﾝｼ ﾐｾ ｴｲﾀ ﾌｸｲ ｺﾀﾛｳ ﾀﾑﾗ ﾙｲ

久保　椛音 飯田　柚月 佐々木　花虹 赤穂　未来 矢田　賢司 三瀬　瑛大 福井　誇多郎 田村　瑠唯

三瀬　長徳

ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾏｷﾉ ｲﾁﾔ ﾀｶｾ ﾘｸ ﾀﾂﾔﾏ ﾕｲ ｼﾏﾀﾞ ﾓﾐｼﾞ ｲﾉｼﾀ ﾗﾝ

石川　琉聖 牧野　壱哉 高瀬　莉空 龍山　結 嶋田　もみじ 井下　蘭

石川　裕之 牧野　公一 高瀬　宏之 加地　純一郎 嶋田　さゆり 井下　宣広

ｲﾅﾊﾞ ﾙｷｱ ﾅｶﾀﾆ ｶﾅﾄ ﾅｶｼﾏ ﾘﾋｱ ﾉｶﾞﾐ ﾏｲ ｵｵｸﾘ ｱﾘｽ ｻｲﾄｳ ﾐｶ

稲葉　輝海 中谷　奏仁 中嶋　璃陽 乃上　眞舞 大栗　愛珠 斎藤　美雅

稲葉　靖子 沖　篤彦 中嶋　秀公 乃上　真三基 大栗　崇司 斎藤　海

ｺﾌﾃﾞ ｲｯｻ ﾄﾝﾌﾟｿﾝ ｼﾞｬｯｸ ﾀｵｶ ﾘｮｳｶﾞ ﾀﾊﾞ ﾐｽﾞﾉ ﾅｶｼﾏ ﾕｷﾈ ｵｵｼｵ ﾏﾎ

小筆　一颯 トンプソン　ジャック 田岡　凌叶 田場　泉乃 中嶋　雪音 大塩　茉帆

小筆　聡 トンプソン　スコット 田岡　芳明 田場　竹次 中嶋　知洋 大塩　義晴

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｾｲ ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾄ ｶﾄｳ ﾘｮｳ ﾀｹｳﾁ ﾚｲ ﾉﾌﾞﾄｳ ｺﾉﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾅﾅ

藤原　諒星 中多　一翔 加藤　遼 竹内　礼 信藤　好 中島　智那奈

藤原　和彦 中多　義成 加藤　孝慈 竹内　康雄 信藤　智 中島　智宏

ｱﾗｽﾅ ｼﾄﾞｳ ﾃﾗｵ ｼｭﾝｲﾁ ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾌｳｺ ｷﾑﾗ ﾎﾂﾞｷ

荒砂　士道 寺尾　駿逸 道端　楓子 木村　帆月

荒砂　陽介 寺尾　央輝 道端　勇樹 木村　真哉

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ ｺｲｹ ﾀｸﾄ ﾌｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝｷ ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾅ ｶｲｶﾞﾜ ｱｲﾘ

山田　航誠 小池　匠人 福原　純輝 村上　聖奈 粥川　愛莉

山田　和孝 小池　倫史 福原　純 村上　宏輝 坂井　慎之介

ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾏ ﾐｷ ｼｮｳﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ

根本　将誠 三木　勝人 近藤　大河

根本　大 三木　英昭 近藤　洋介

12 ８：４８ 12

14 ９：０２ 14
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13 ８：５６ 13

16 ９：１８ 16

９：１０ 15

24 24１０：２２

18 ９：３４ 18

23 １０：１４ 23

22 １０：０６ 22

21 ９：５８ 21

17 ９：２６ 17

20 ９：５０ 20

19 ９：４２ 19

11 ８：４０ 11

10 ８：３２ 10

9 ８：２４ 9

8 ８：１６ 8

7 ８：０８ 7

6 ８：００ 6
※ボランティア　熊 ノ 郷　  裕 幸

PGM世界ジュニアゴルフ選手権　日本代表選抜大会 西日本決勝　1日目

OUT IN

1 ７：２０ 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。　.
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3 ７：３６ 3

2 ７：２８ 2
※ボランティア　江崎尤次郎

4 ７：４４ 4

5 ７：５２ 5

船岡　知子

※ボランティア　明津　雅也


