
2019年 3月 6日 

 

「第 17回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」抽選結果のご案内 

 

丸山茂樹ジュニアファンデーション事務局 

 

 

この度は「第 17回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」にご応募をいただきま

して誠にありがとうございました。 

 

厳正なる抽選の結果、当選者が決まりましたので発表いたします。 

 

カテゴリー別に当選者の氏名が記載されておりますので、氏名、カテゴリーのご確認をお願

い致します。 

 

大会の最終案内は、3月 25日（月）頃、発表させて頂きます。 

 

また、止むを得ない事情によりキャンセルされる場合は、お手数ですが必ず事務局までご連

絡ください。 

 

ご不明な点がありましたらメールにて事務局までお問い合せください。 

 

本大会では、丸山茂樹ジュニアファンデーション慈善活動の一環としましてご参加の皆様

にご協力いただくチャリティ活動を行います。 

 

皆様からのご賛同、ご支援をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞------------------------------------------------------------- 

丸山茂樹ジュニアファンデーション事務局 （株式会社 One For One内） 

高橋 篤史 

Email： smjf-staff-office@maru-junior.com 

URL：  http://www.maru-junior.com/ 



①小学5年生～6年生 女子の部

第17回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会 当選者

E2838 川口 ことの
E2963 飯島 唯
E2953 酒井 花
E2926 須藤 みかな
E2912 須永 さくら
E2899 五十嵐 凛
E2895 遠藤 美空
E2886 小俣 百合菜
E2877 三原 舞紀
E2873 小宮 千愛
E2841 小山 萌々香
E2830 高村 仁香
E2823 岡部 ゆい
E2805 國吉 愛良
E2787 清藤 羽琉
E2783 松田 悠花
E2777 戸高 玲奈



第17回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会 当選者

②小学5年生～6年生 男子の部

E2943 金久保 太樹
E2936 松山 寿輝也
E2879 竹花 颯汰
E2876 宇田川 理茶度
E2866 久常 優樹
E2856 高橋 翔
E2855 木暮 凌太
E2843 渋井 晃太郎
E2839 園部 大翔
E2818 成松 峻
E2815 山本 咲道
E2810 堀 彰吾
E2795 高橋 岳叶
E2778 大郷 喜一



③中学生 女子の部

第17回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会 当選者

E2958 鈴木 姫琉
E2955 上田 澪空
E2940 山本 優花
E2935 小林 愛香
E2932 手塚 彩馨
E2923 秋元 彩葉
E2917 安西 歩美
E2915 井上 葵姫
E2913 與語 優奈
E2911 須永 ねね
E2907 川畑 優菜
E2900 池羽 未来
E2896 伊藤 二花
E2885 小俣 柚葉
E2878 高田 嘩琳

E2875 鈴木 菜々美
E2872 小宮 千鶴
E2870 鈴木 能々子
E2869 萩生田 みらん
E2868 鈴木 愛彩
E2863 木ノ下 美宇
E2853 岩谷 咲来
E2840 濱野 紗綺
E2834 勝亦 令奈
E2822 平尾 遥
E2820 桑村 美穂
E2804 茶木 詩央
E2796 勝田 花菜
E2789 塚田 こと音
E2776 大郷 光瑠



第17回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会 当選者

④高校生 女子の部

E2965 浅野 咲希
E2962 本 明夏
E2960 吉田 鈴
E2957 荻原 いなほ
E2944 中島 萌絵
E2939 山本 穂花
E2920 米澤 弥夏
E2916 安西 美優
E2914 吉澤 柚月
E2905 市村 杏
E2904 廣岡 絵美理
E2901 阿部 未来
E2897 浅井 つかさ
E2893 池羽 陽向
E2871 横山 珠々奈
E2862 鈴木 優芽
E2861 高橋 美羽

E2859 西郷 真央
E2854 臼井 蘭世
E2847 森田 彩音
E2845 佐藤 杏莉
E2844 早川 夏未
E2832 齋藤 華音
E2829 野矢 愛莉
E2828 野矢 彩華
E2825 佐久間 朱莉
E2821 澤田 麻依
E2817 榎本 杏果
E2798 六車 日那乃
E2792 岩井 千怜
E2791 岩井 明愛
E2790 森本 天
E2781 斉藤 里奈



第17回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会 当選者

⑤中学生 男子の部

E2966 森 虎琉
E2961 本 大志
E2937 川村 尚史
E2934 小林 翔音
E2928 金指 統哉
E2924 松谷 崇嗣
E2909 府川 流士
E2908 黒田 幸太郎
E2890 井上 笑慈
E2888 田中 天晴
E2884 関 翔汰
E2860 松澤 虎大

E2848 中田 一颯
E2837 新地 秀哉
E2831 関 莉生
E2814 岡田 隼輔
E2812 横井 太郎
E2808 堀 鉄平
E2801 疋田 大河
E2800 金森 渉真
E2799 吉沢 己咲
E2797 清水 蔵之介
E2794 岩井 光太
E2782 八木沢 浩心郎



第17回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会 当選者

⑥高校生 男子の部

以上

E2967 栗原 悠宇
E2964 中川 拓海
E2954 楠 大峻
E2950 市川 輝
E2948 古賀 大輝
E2933 小林 大河
E2925 遠藤 りお
E2919 鈴木 深詞
E2910 府川 洸己
E2906 丸山 泰輝
E2903 片桐 悠佑

E2902 城 尚輝
E2867 鈴木 聡馬
E2865 久常 涼
E2858 大友 陽介
E2836 小泉 良太
E2819 芳崎 陽紀
E2816 石森 健太郎
E2813 上原 挑夢
E2786 小屋 将一朗
E2779 川崎 彰


