
2019年4⽉1⽇(⽉)

1st Tee 10th Tee ④
No. ST 学校名 No. ST 学校名 No. ST 学校名 No. ST 学校名

栗原 悠宇 埼⽟栄⾼等学校③ ⼤郷 光瑠 諏訪市⽴諏訪⻄中学校③ ⻄郷 真央 私⽴麗澤⾼等学校③ ⾦指 統哉 富⼠市⽴富⼠中学校③
⼤友 陽介 早稲⽥実業学校⾼等部③ 萩⽣⽥ みらん 川崎市⽴柿⽣中学校① ⼭本 穂花 共⽴⼥⼦第⼆⾼等学校③ 森 ⻁琉 品川区⽴鈴ヶ森中学校③
⽯森 健太郎 埼⽟栄⾼等学校③ 鈴⽊ 能々⼦ ⿅浜菜の花中学校① 本 明夏 私⽴ 開志国際⾼等学校③ ⿊⽥ 幸太郎 私⽴⽇本⼤学中学校③
府川 洸⼰ 東北⾼等学校③ ⾼⽥ 嘩琳 世⽥⾕区⽴桜丘中学校① 中島 萌絵 明秀学園⽇⽴⾼等学校③ 吉沢 ⼰咲 藤岡市⽴北中学校③
中川 拓海 千葉黎明⾼等学校③ 桑村 美穂 千葉市⽴蘇我中学校② 森本 天 千葉県⽴幕張総合⾼等学校② 清⽔ 蔵之介 練⾺区⽴⼋坂中学校②
⽚桐 悠佑 埼⽟栄⾼等学校③ 茶⽊ 詩央 共⽴⼥⼦第⼆中学⾼② 佐久間 朱莉 私⽴埼⽟平成⾼等学校② 新地 秀哉 座間市⽴相模中学校②
市川 輝 ⽇本ウェルネス⾼等学校③ ⼩林 愛⾹ 東⾦町中学校① 佐藤 杏莉 麗澤⾼等学校② 川村 尚史 私⽴⽇本⼤学第⼀中学校②

城 尚輝 早稲⽥実業学校⾼等部③ 勝⽥ 花菜 ⾼円寺中学校① 安⻄ 美優 クラーク記念国際⾼等学校② 本 ⼤志 横浜市⽴末吉中学校②
上原 挑夢 共愛学園⾼校② 須藤 みかな 加茂学園⑥ 六⾞ ⽇那乃 麗澤⾼等学校② 堀 鉄平 ひたちなか市⽴勝⽥第⼀中学校②

川崎 彰 ⻄武台千葉⾼等学校② 三原 舞紀 東京都⾜⽴区⽴⽵の塚⼩学校⑥ 早川 夏未 共⽴⼥⼦第⼆⾼等学校② ⾦森 渉真 柏市⽴⼤津ヶ丘中学校①
⼩泉 良太 ⼆松学舎⼤学付属柏⾼等学校① ⾼村 仁⾹ 森村学園初等部⑤ ⾼橋 美⽻ 開志国際⾼等学校② 岡⽥ 隼輔 野⽥市⽴岩名中学校①
藤井 優⾳ ⽇本⼤学⾼等学校① 飯島 唯 ブリティッシュスクール イン トーキョー⑤ 岩井 明愛 埼⽟栄⾼等学校② 中⽥ ⼀颯 ⾼柳中学校①
芳崎 陽紀 法政⼤学第⼆⾼等学校② ⽊暮 凌太 千葉県柏市⽴旭東⼩学校⑥ 野⽮ 彩華 私⽴麗澤⾼等学校② 井上 笑慈 伊勢崎市⽴あずま中学校①
久常 涼 岡⼭県作陽⾼等学校② ⼭本 咲道 つくば市⽴春⽇学園⼩学校⑥ ⾅井 蘭世 ⽇本ウェルネス⾼校② 松⾕ 崇嗣 世⽥⾕区⽴砧南中学校①
鈴⽊ 深詞 ルネサンス⾼等学校① 園部 ⼤翔 埼⽟県狭⼭市⽴⽔富⼩学校⑥ 岩井 千怜 埼⽟栄⾼等学校② ⾦森 渉真 柏市⽴⼤津ヶ丘中学校①
⼩林 ⼤河 ⻄武台千葉⾼校① ⾼橋 翔 南部⼩学校⑥ 浅井 つかさ 明秀学園⽇⽴⾼等学校②
⼩屋 将⼀朗 私⽴共愛学園⾼等学校① ⽵花 颯汰 越⾕市⽴⼤相模⼩学校⑥ 阿部 未来 千葉黎明⾼校② ⽦⽥ ⼤河 東京都⻘梅市⽴第ニ中学校①
丸⼭ 泰輝 ルネサンス⾼等学校① 久常 優樹 津⼭市広野⼩学校⑥ 澤⽥ ⿇依 ⽬⿊⽇⼤⾼等学校② ⽥中 天晴 明治⼤学付属中野中学校①
古賀 ⼤輝 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校① 堀 彰吾 ひたちなか市⽴東⽯川⼩学校⑥ 鈴⽊ 優芽 私⽴埼⽟栄⾼等学校② 関 翔汰 墨⽥区⽴⽂花中学校①
遠藤 りお 埼⽟栄⾼校① 池⽻ 陽向 宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校②
塚⽥ こと⾳ 印⻄市⽴⽊刈中学校③ ⾼橋 岳叶 磐⽥市⽴磐⽥⻄⼩学校⑥ ⻫藤 ⾥奈 ⻄武台千葉⾼等学校① 川⼝ ことの 徳丸⼩学校⑥
岩⾕ 咲来 共⽴⼥⼦第⼆中学校③ ⾦久保 太樹 三郷市⽴早稲⽥⼩学校⑥ 野⽮ 愛莉 私⽴麗澤⾼等学校① 松⽥ 悠花 清⽔台⼩学校⑥
川畑 優菜 麗澤中学校② 宇⽥川 理茶度 葛飾区⽴上千葉⼩学校⑥ 廣岡 絵美理 ⽇本ウェルネス⾼等学校① 酒井 花 ⼤⽥区⽴南六郷⼩学校⑤
鈴⽊ 菜々美 千葉⼤学教育学部附属中学校② 齋藤 華⾳ 明秀学園⽇⽴⾼等学校① 須永 さくら 桐⽣市⽴広沢⼩学校⑤
勝亦 令奈 加藤学園暁秀中学校③ 松⼭ 寿輝也 春⽇井市⽴不⼆⼩学校⑥ 浅野 咲希 麗澤⾼等学校① ⼩宮 千愛 豊⽥市⽴⼩清⽔⼩学校⑥
濱野 紗綺 所沢市⽴三ヶ島中学校③ ⼤郷 喜⼀ 諏訪市⽴豊⽥⼩学校⑥ ⽶澤 弥夏 開志国際⾼等学校② 國吉 愛良 千葉市⽴松ヶ丘⼩学校⑥
須永 ねね 桐⽣市⽴広沢中学校② 成松 峻 けやき⼩学校⑤ 榎本 杏果 共⽴⼥⼦第⼆⾼等学校① 遠藤 美空 相模原市⽴鶴の台⼩学校⑤
井上 葵姫 麗澤中学校② ⼩⼭ 萌々⾹ ⼋王⼦市⽴楢原⼩学校⑤
⼭本 優花 三鷹市⽴第⼀中学校③ 森⽥ 彩⾳ 叡明⾼等学校① 五⼗嵐 凛 ⽬⿊区⽴碑⼩学校⑤
池⽻ 未来 ⼩⼭市⽴⼩⼭第三中学校② 横⼭ 珠々奈 宇都宮⽂星⼥⼦⾼等学校① 清藤 ⽻琉 市原市⽴牧園⼩学校⑤
⼩宮 千鶴 聖霊中学校② 吉⽥ 鈴 千葉黎明⾼等学校① ⼾髙 玲奈 練⾺区⽴⽯神井⼩学校⑤
⼩俣 柚葉 杉並区⽴荻窪中学校② ⼩俣 百合菜 杉並区⽴桃井第三⼩学校⑤
秋元 彩葉 川崎市⽴川崎中学校③ 荻原 いなほ 私⽴本庄第⼀⾼校①
上⽥ 澪空 多摩市⽴多摩中学校② 吉澤 柚⽉ 私⽴麗澤⾼等学校①
伊藤 ⼆花 麗澤中学校② 市村 杏 佐久⻑聖⾼等学校①
鈴⽊ 愛彩 花園中学校②
與語 優奈 ⻑久⼿市⽴⻑久⼿中学校③ 岩井 光太 川島町⽴川島中学校③
⼿塚 彩馨 ⽩根御勅使中学校② 松澤 ⻁⼤ ⽯岡中学校③
鈴⽊ 姫琉 麗澤中学校① 府川 流⼠ 越⾕市⽴北中学校③
安⻄ 歩美 つくば市⽴⾕⽥部東中学校① 横井 太郎 ⿇布中学校③

10 8:42 27 8:46
丸⼭茂樹ジュニアファンデーションゴルフ⼤会事務局

参加⼈数 132⼈

（注）⽋場者のある場合等で、組合せを変更することがあります。

9 8:34 26 8:38

34 9:42

8 8:26 25 8:30 35 9:50

7 8:18 17 9:38 24 8:22

32 9:26

6 8:10 16 9:30 23 8:14 33 9:34

5 8:02 15 9:22 22 8:06

30 9:10

4 7:54 14 9:14 21 7:58 31 9:18

3 7:46 13 9:06 20 7:50

7:42 29 9:02

1 7:30 11 8:50 18 7:34

第17回丸⼭茂樹ジュニアファンデーションゴルフ⼤会
千葉カントリークラブ 梅郷コース 

選⼿名 選⼿名 選⼿名 選⼿名

28 8:54

2 7:38 12 8:58 19


