
会場：

期日：
エントリー： 76名

出場： 76名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 伊藤 颯汰 横浜市立榎が丘小・6 69 (33、36) 黒田 幸太郎 横浜市立都筑小・6 79 (38、41)

2 清水 蔵之介 練馬区立八坂小・5 70 (37、33) 吉田 攻輝 川越市立川越第一小・6 79 (38、41)

滝澤 怜央 入間市立新久小・6 70 (35、35) 岩井 光太 川島町立中山小・6 79 (38、41)

4 末広 大地 胎内市立胎内小・6 71 (36、35) 44 島貫 海輝登 柏市立藤心小・6 80 (42、38)

本 大志 横浜市立末吉小・5 71 (35、36) 45 坂本 耕平 甲斐市立敷島南小・6 81 (43、38)

岩井 巧 富岡市立一ノ宮小・6 71 (34、37) 小林 龍竺 平塚市立岡崎小・4 81 (41、40)

7 大久保 海 伊勢原市立伊勢原小・5 72 (37、35) 常盤 和也 鹿沼市立東小・4 81 (41、40)

8 相原 涼汰 行田市立南小・6 73 (37、36) 細谷 幹 水戸市立吉田小・6 81 (40、41)

花村 秀太 諏訪市立中洲小・5 73 (37、36) 49 金森 渉真 柏市立風早北部小・4 82 (43、39)

志村 由羅 川越市立霞ヶ関小・5 73 (37、36) 霜田 海舟 甲斐市立双葉東小・6 82 (42、40)

斉藤 隼人 三郷市立立花小・6 73 (35、38) 金子 佳矢 宇都宮市立戸祭小・5 82 (42、40)

12 平野 誠一 行田市立南小・6 75 (39、36) 星野 豪希 渋谷区立幡代小・5 82 (40、42)

犬飼 泰我 伊東市立南小・5 75 (39、36) 髙橋 太陽 横浜市立希望ヶ丘小・6 82 (37、45)

吉沢 己咲 藤岡市立神流小・6 75 (39、36) 54 間山 翔哉 文京区立駕籠町小・5 83 (40、43)

澤田 竜成 江東区立第二亀戸小・5 75 (39、36) 阿出川 宗哉 私立立教小・6 83 (40、43)

池 由哉 新潟市立根岸小・5 75 (38、37) 向川 豊 板橋区立高島第六小・6 83 (39、44)

関根 東馬 大洗町立大洗小・6 75 (38、37) 57 三橋 颯太朗 私立森村学園初等部小・6 84 (43、41)

岡田 海斗 町田市立小山田小・6 84 (42、42)

井出 太陽 川上村立川上第二小・6 75 (38、37) 安孫子 大祐 宇都宮市立清原東小・5 84 (42、42)

八木沢 浩心郎 足立区立本木小・4 75 (38、37) 江尻 隼人 滑川町立月の輪小・6 84 (40、44)

隅内 雅人 水戸市立城東小・6 75 (37、38) 61 熊谷 地陽 塩尻市立桔梗小・6 85 (43、42)

21 髙梨 倭 八千代市立萱田南小・6 76 (39、37) 福田 崇博 富岡市立一ノ宮小・6 85 (41、44)

鈴木 翔 私立青山学院初等部小・6 76 (37、39) 63 大岩 慶尚 千葉市立誉田東小・6 86 (44、42)

東 亜藍 熊谷市立大幡小・6 76 (37、39) 関谷 風翔 矢板市立片岡小・6 86 (43、43)

平山 幸作 私立早稲田実業初等部小・6 76 (37、39) 榎本 聖大 八潮市立中川小・5 86 (43、43)

神田 悠貴 富士市立吉原小・6 76 (37、39) 66 塩田 静児 横浜市立三ツ境小・6 87 (45、42)

26 泊 隆太 高崎市立南八幡小・6 77 (40、37) 市村 翔太郎 日立市立豊浦小・5 87 (44、43)

丸山 蒼太 私立山梨学院小・6 77 (40、37) 大橋 賢人 浜松市立入野小・5 87 (41、46)

羽部 大輝 船橋市立中野木小・5 77 (40、37) 69 土屋 太陽 匝瑳市立共興小・6 88 (42、46)

須田 信乃介 古河市立小堤小・5 77 (39、38) 吉澤 北斗 市川市立大野小・4 88 (41、47)

東城 大翔 富士川町立増穂小・6 77 (39、38) 71 松澤 光春 川崎市立長沢小・4 89 (43、46)

近藤 直杜 横浜市立善部小・5 77 (38、39) 72 臼井 遼也 横浜市立都筑小・6 91 (48、43)

32 星野 恵太 高崎市立東部小・5 78 (42、36) 小竹 獅堂 新発田市立本田小・6 91 (44、47)

仲西 郷 静岡市立服織小・6 78 (38、40) 74 小澤 翔 辰野町立辰野西小・6 93 (47、46)

時本 晃志 柏市立田中小・5 78 (38、40) 75 黒滝 正義 新潟市立東青山小・5 95 (49、46)

35 小林 翔音 葛飾区立半田小・5 79 (41、38) 失格 中村 雄歩 松戸市立馬橋北小・6

森 虎琉 大田区立入新井第五小・6 79 (41、38)

松澤 虎大 石岡市立石岡東小・6 79 (39、40)

齊藤 大翔 熊谷市立長井小・5 79 (39、40)

市村 龍我 軽井沢町立軽井沢中部小・5 79 (39、40)

井上 円慈 伊勢崎市立あずま小・6 79 (39、40)

森永高滝カントリー倶楽部( 5690Yards   Par 72 )

7月26日(火)

以上、全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 

平成28年度　関東小学生ゴルフ大会決勝(男子)



会場：

期日：
エントリー： 58名

出場： 58名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 大郷 光瑠 諏訪市立豊田小・6 71 (37、34) 安西 歩美 前橋市立大利根小・4 85 (38、47)

2 桑村 美穂 千葉市立宮崎小・5 75 (39、36) 42 角田 夢香 前橋市立時沢小・6 86 (46、40)

勝亦 令奈 私立加藤学園暁秀初等小・6 75 (39、36) 鈴木 能々子 足立区立鹿浜五色桜小・4 86 (44、42)

成田 瑛麻 私立学習院初等科小・6 75 (38、37) 須田 華帆 古河市立古河第六小・4 86 (43、43)

上田 澪空 多摩市立東寺方小・5 75 (37、38) 山﨑 奈緒 さいたま市立大久保小・6 86 (42、44)

6 相原 紗奈 川崎市立宮崎小・6 76 (38、38) 佐山 凛 柏市立高田小・5 86 (42、44)

関口 碧 日高市立高萩小・6 76 (38、38) 坂本 朱里 富士川町立鰍沢小・6 86 (41、45)

高野 愛姫 北区立滝野川小・6 76 (36、40) 山根 朱理 玉村町立玉村南小・6 86 (39、47)

9 飯島 早織 水戸市立笠原小・5 77 (40、37) 49 塚田 こと音 印西市立小倉台小・6 87 (42、45)

佐藤 夏恋 市原市立白幡小・6 77 (39、38) 50 濱野 紗綺 所沢市立若狭小・6 88 (44、44)

川畑 優菜 富津市立佐貫小・5 77 (39、38) 平山 奈那 匝瑳市立吉田小・5 88 (42、46)

栗林 夏希 川崎市立菅生小・6 77 (38、39) 石橋 美怜 焼津市立焼津西小・6 88 (42、46)

53 柳下 百萌乃 千葉市立上の台小・4 89 (45、44)

鈴木 菜々美 国立千葉大教育学部附属小・5 77 (38、39) 鈴木 菜央 江戸川区立大杉東小・5 89 (44、45)

14 小林 イリス 私立聖学院小・4 78 (41、37) 松原 柊亜 鹿沼市立東小・4 89 (44、45)

山本 優花 三鷹市立第六小・6 78 (40、38) 56 西脇 真帆 小千谷市立小千谷小・4 92 (45、47)

藤代 成実 八潮市立八幡小・5 78 (39、39) 57 鈴木 愛彩 江戸川区立一之江第二小・5 93 (46、47)

宮城 葵 さいたま市立島小・5 78 (37、41) 58 高橋 奈々 嵐山町立菅谷小・6 97 (51、46)

18 西山 知里 国立山梨大附属小・5 79 (41、38)

飯田 茜 真岡市立真岡東小・5 79 (36、43)

20 茶木 詩央 稲城市立第四小・5 80 (41、39)

岡島 彩乃 千葉市立稲丘小・6 80 (41、39)

渡辺 世奈 八千代市立勝田台小・6 80 (40、40)

23 鈴木 姫琉 世田谷区立給田小・4 81 (40、41)

24 宮部 樹理 水戸市立酒門小・6 82 (42、40)

菅原 里彩 私立湘南学園小・6 82 (42、40)

秋元 彩葉 川崎市立川崎小・6 82 (42、40)

松山 りな 富士市立伝法小・6 82 (42、40)

小林 美優 市川市立中山小・5 82 (41、41)

堀川 雪花 磐田市立豊田東小・6 82 (41、41)

二宮 佳音 みどり市立笠懸北小・4 82 (40、42)

古谷 優花 茅ヶ崎市立茅ヶ崎小・6 82 (40、42)

中谷 愛純 多古町立多古第一小・6 82 (40、42)

33 中澤 凜音 前橋市立宮城小・6 84 (45、39)

倉持 凪 石岡市立南小・5 84 (42、42)

石谷 舞桜 我孫子市立高野山小・6 84 (41、43)

36 高杉 涼香 新潟市立鎧郷小・5 85 (45、40)

早川 菜々海 岡谷市立岡谷田中小・6 85 (43、42)

目黒 宝 魚沼市立広神西小・6 85 (42、43)

丸山 愛 富士市立伝法小・5 85 (41、44)

鈴木 夏瑠 千葉市立真砂西小・6 85 (41、44)

平成28年度　関東小学生ゴルフ大会決勝(女子)
森永高滝カントリー倶楽部( 5690Yards   Par 72 )

7月26日(火)

以上、全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 


