
2017年3月27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

丁 志優 千葉県立千葉大宮高校② 翁長 咲弥 川崎市立東橘中学校③ 小川 竜輝 日本体育大学荏原高等学校② 鈴木 沙也佳 愛教大付属中学校③

西片 太一 日本体育大学荏原高等学校② 平木 亜莉奈 御代田中学校③ 丹羽 海太 興国高校② 関口 絵万 開晴中学校②

山田 真輝 埼玉栄高校① 鈴木 夏瑠 千葉市立真砂中学校① 鈴木 千貴 星城高校① 鹿島 おね Heritage academy①

東出 大雅 中部大学第一高等学校① 太田 絵梨 埼玉栄中学校① 村尾 優一 埼玉栄高等学校① 近藤 楓美 柏第五中学校①

大和 武尊 杉並学院高等学校③ 西本 真瞳 日本大学 第一中学校③ 新木 衛 堀越高等学校③ 廣岡 絵美理 足立区立新田学園中学校③

寶田 一真 明治大学付属中野高等学校② 高田 菜桜 千葉市立　加曽利中学校② 江口 勇也 作新学院② 小林 夢果 さいたま市立大宮東中学校②

倉持 翔 鹿島学園高等学校② 角田 夢香 富士見中学校① 田中 凜翔 栄徳高等学校① 成田 月奈 江戸川区立松江第4中学校①

飯塚 敬吾 千葉黎明高等学校① 田中 珠蘭 南山中学校①

河内 勝行 千葉県立千葉大宮高校② 臼井 蘭世 鹿沼市立北押原中学校③ 小川 珠輝 日本体育大学荏原高等学校② 森本 天 浦安市立日の出中学校③

丸山 獎王 Campbell Hall School② 榎本 杏果 新宿区立新宿中学校② 遠藤 銀河 学校法人石川高等学校② 秋元 彩葉 川崎市立川崎中学校①

田中 章太郎 日本ウェルネス高等学校① 岡島 彩乃 千葉市立稲毛中学校① 中川 拓海 千葉黎明高等学校① 山本 優花 三鷹市立第一中学校①

野口 裕太 杉並学院高等学校③ 小俣 柚葉 杉並区立桃井第三小学校⑥ 高橋 怜央 早稲田実業学校高等部③ 茶木 詩央 稲城市立稲城第四小学校⑥

古賀 浩輝 日本体育大学荏原高等学校② 丸山 愛 富士市立伝法小学校⑥ 伊藤 敬星 代々木高校① 川畑 優菜 佐貫小学校⑥

勝俣 翔 拓殖大学紅陵高等学校① 鈴木 菜央 江戸川区立大杉東小学校⑥ 市川 輝 日本ウェルネス高等学校① 柳下 百萌乃 千葉市立上の台小学校⑤

木ノ下 美宇 名古屋国際学園小学校⑤ 萩生田 みらん 川崎市立岡上小学校⑤

石谷 竜月希 我孫子市立我孫子中学校③ 小宮 千鶴 豊田市立小清水小学校⑥ 近藤 駿介 柏第五中学校③ 丸山 舞 富士市立伝法小学校⑥

川畑 京太郎 翔凛中学校③ 西澤 香那 給田小学校⑥ 亥飼 台 日立市立滑川中学校③ 鈴木 愛彩 一之江第二小学校⑥

戸崎 拓海 日本大学第一中学校② 菊池 彩乃 千葉私立花園小学校⑤ 丸山 泰輝 富士市立吉原第一中学校② 渡邊 美桜 横浜英和小学校⑤

飯塚 晴貴 八街中学校① 松澤 虎大 石岡中学校①

鈴木 聡馬 ニ之江中学校③ 栗田 怜奈 船橋市立小栗原小学校⑥ 古賀 大輝 我孫子市立我孫子中学校③ 倉持　 凪 石岡市立　南小学校⑥

坂田 一真 千葉市立葛城中学校② 桑村 美穂 千葉市立宮崎小学校⑥ 熊谷 拓海 千葉市立真砂中学校② 小林 イリス 聖学院小学校⑤

森 虎琉 品川区立鈴ヶ森中学校① 間中 りょう 幸手市立八代小学校⑤ 府川 流士 越谷市立北中学校① 鈴木 能々子 鹿浜五色桜小学校⑤

鵜澤 幸輝 稲毛高等学校附属中学校③ 川村 尚史 江東区立有明小学校⑥ 黒澤 大輝 仙台市立高森中学校③ 渡辺 良太 私立関東学院小学校⑥

佐藤 卓郎 世田谷区立烏山中学校③ 亥飼 陽 日立市立滑川小学校⑥ 牧野 祥大 三重県いなべ市立員弁中学校② 市村 翔太郎 日立市立豊浦小⑥

山下 晃志郎 三鷹市立第二中学校② 八木沢 浩心郎 足立区立本木小学校⑤ 栗田 圭吾 船橋市立葛飾中学校② 松谷 崇嗣 世田谷区立砧南小学校⑤

大岩 慶尚 千葉市立誉田中学校① 田口 青空 三浦市立初声小学校⑤ 関 翔汰 墨田区立押上小学校⑤

杉田 美紀 私立西武台千葉高等学校③ 犬飼 泰我 伊東市立南小学校⑥ 常 文恵 The First Academy③ 島川 優真 久慈市立宇部小学校⑥

石川 涼夏 前橋育英高等学校② 相浦 大輝 川崎市立西梶ヶ谷小学校⑤ 稲垣 那奈子 共立女子第二高等学校② 米倉 颯希 府中市立小柳小学校⑥

大島 瑠々海 宇都宮文星女子高等学校② 中田 一颯 千葉県柏市立高柳西小学校⑤ 西郷 真央 私立麗澤高等学校① 渡邊 駿 横須賀市立明浜小学校⑤

山本 穂花 共立女子第二高等学校① 太田 未来 埼玉栄高校① 西本 悠冶 港区立港南小学校⑤

関根 理央 代々木高校③ 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校⑥ 杉田 茉由 私立西武台千葉高等学校③ 羽部 大輝 船橋市立中野木小学校⑥

松岡 華 千葉学芸高校② 市村 龍我 軽井沢中部小学校⑥ 石川 茉友夏 前橋育英高等学校② 飯塚 結成 八街東小学校⑥

筒井 美羽 駒場学園高等学校② 間山 翔哉 文京区立　駕籠町小学校⑥ 渡辺 あいか 立正大学付属立正高校① 田中 天晴 調布市立深大寺小学校⑤

大隅 龍之介 大宮台小学校⑤

西村 涼花 千葉学芸高等学校② 大島 桃果 宇都宮文星女子高等学校③

鈴木 愛佳子 クラーク記念国際高等学校② 若月 優衣 共愛学園高等学校②

久保 青空 麗澤高等学校① 佐藤 真優 千葉黎明高等学校①

第13回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会
平川カントリークラブ

選手名 選手名 選手名 選手名

30 8:50

2 7:38 12 8:58 21 7:38 31 8:58

1 7:30 11 8:50 20 7:30

32 9:06

4 7:54 14 9:14 23 7:54 33 9:14

3 7:46 13 9:06 22 7:46

34 9:22

6 8:10 16 9:30 25 8:10 35 9:30

5 8:02 15 9:22 24 8:02

36 9:38

8 8:26 18 9:46 27 8:26 37 9:46

7 8:18 17 9:38 26 8:18

38 9:54

10 8:42 29 8:42
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　131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 19 9:54 28 8:34

学年は、2017年4月からの新学年になっております。


