
会場：

期日：
エントリー： 70名

出場： 70名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 細谷 朊生 茂原市立東郷小・6 75 (39、36) 斎藤 大輝 柏崎市立半田小・6 90 (45、45)

宮川 大輝 富士市立吉永第一小・6 75 (38、37) 津村 将太 台東区立黒門小・6 90 (44、46)

3 丁 志優 千葉市立千城台南小・6 76 (39、37) 高梨 涼介 浦安市立東小・6 90 (44、46)

中島 啓太 加須市立豊野小・6 76 (39、37) 千羽 祐介 藤枝市立青島北小・6 90 (44、46)

5 金 尚謙 東御市立和小・6 77 (40、37) 45 佐藤 亮太朗 船橋市立宮本小・6 91 (47、44)

6 河内 勝行 市原市立寺谷小・6 78 (41、37) 佐久間 怜央 川越市立山田小・6 91 (44、47)

7 鈴木 晃祐 野田市立丂光台小・6 79 (37、42) 47 澤田 大凱 三郷市立高州東小・5 93 (49、44)

8 勝俣 翔 市原市立清水谷小・5 80 (42、38) 久米 慧 目黒立東根小・5 93 (46、47)

織井 昭汰 伊那市立伊那小・6 80 (40、40) 栗原 悠宇 鶴ヶ島市立藤小・5 93 (45、48)

10 山野 国士 船橋市立行田東小・5 81 (40、41) 50 加藤 大雅 四街道市立旭小・4 95 (51、44)

11 池田 悠太 宇都宮市立上戸祭小・5 82 (45、37) 小出 瞬輝 長野市立三本柳小・5 95 (50、45)

井坪 佑介 埼玉県立朝霞第五小・6 82 (42、40) 三原 大輝 高崎市立東部小・6 95 (50、45)

日下部 拓実 佐倉市立染井野小・4 82 (41、41) 深尾 健太 横浜市立黒須田小・6 95 (49、46)

前田 光史朗 下野市立石橋小・6 82 (41、41) 佐藤 壱洸 私立桐光学園小・6 95 (47、48)

小滝 丈慈 ひたちなか市立東石川小・6 82 (41、41) 55 東城 幸翼 池田町立池田小・4 96 (46、50)

56 久保田 祐樹 茂原市立茂原小・6 97 (51、46)

中村 竜 鹿嶋市立平井小・6 82 (40、42) 松本 優人 ふじみ野市立亀久保小・5 97 (50、47)

伊藤 吏玖 結城市立江川南小・6 82 (39、43) 平木 瑛心 軽井沢町立軽井沢東部小・6 97 (42、55)

18 篠原 株登 国分寺市立第丂小・6 83 (43、40) 59 太田 誠人 松本市立芝沢小・6 98 (46、52)

西片 太一 杉並区立四宮小・6 83 (42、41) 60 大石 寛大 松本市立開智小・5 99 (52、47)

20 渋谷 晃太郎 さいたま市立日進小・6 84 (43、41) 61 水野 陽稀 私立聖徳学園小・6 100 (50、50)

江口 勇也 八千代市立村上北小・6 84 (42、42) 62 岡部 開斗 伊勢崎市立赤堀南小・5 101 (49、52)

白井 陸 中野市立中野小・6 84 (41、43) 63 永谷 杜葉 太田市立韮川小・5 102 (54、48)

梅内 秀太郎 練馬区立大泉北小・5 84 (41、43) 64 喜久里 幸太郎 富里市立日吉台小・4 104 (53、51)

24 相原 諒哉 西東京市立芝久保小・6 85 (46、39) 65 高橋 廉太郎 高崎市立下里見小・6 106 (55、51)

鈴木 朝登 さいたま市立大砂土東小・6 85 (44、41) 66 下坂 優斗 上松町立上松小・4 108 (53、55)

芳崎 陽紀 厚木市立南毛利小・4 85 (42、43) 67 山田 瑛介 塩尻市立桔梗小・4 112 (59、53)

27 林 恭平 横浜市立日野南小・4 86 (45、41) 蛭川 優汰 みどり市立笠懸小・5 112 (57、55)

青木 柊龍 日光市立南原小・6 86 (44、42) 69 神宮 圭汰 高崎市立城南小・5 116 (56、60)

田中 章太郎 取手市立取手小・5 86 (43、43) 棄権 大塩 尚輝 江戸川区立第二葛西小・6

山崎 丈瑠 野田市立岩木小・6 86 (41、45)

三角 良都 千葉市立桜木小・6 86 (41、45)

佐藤 飛鳥 国立市立国立第二小・6 86 (40、46)

33 奥山 大地 愛川町立菅原小・6 87 (46、41)

細田 響生 横浜市立本町小・5 87 (45、42)

竹入 颯真 富士市立伝法小・5 87 (44、43)

内田 航貴 伊勢原市立大田小・4 87 (44、43)

37 坂内 勇輝 私立学習院初等科小・5 88 (45、43)

38 岡本 優斗 厚木市立依知小・6 89 (44、45)

高橋 夢人 新潟市立大形小・5 89 (43、46)

40 新村 駿 松本市立寿小・6 90 (46、44)

東京ゴルフ倶楽部( 6139Yards   Par 74 )

7月30日(月)

平成24年度　関東小学生ゴルフ大会決勝　男子の部

以上、全国小学生ゴルフ大会男子の部出場有資格選手 



会場：

期日：
エントリー： 61名

出場： 61名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 吉田 優利 市川市立百合台小・6 75 (38、37) 八巻 舞衣 国立山梨大学附属小・6 91 (44、47)

2 新藤 励 桐生市立新里中央小・6 78 (36、42) 石川 聖奈 千葉市立新宿小・6 91 (43、48)

3 橋添 穂 国立山梨大学附属小・6 79 (38、41) 43 小林 千夏 松本市立岡田小・6 92 (44、48)

岩崎 美紀 三芳町立三芳小・6 79 (36、43) 遠藤 まりの 戸田市立第二小・6 92 (44、48)

5 望月 美甫 富士市立田子浦小・4 82 (42、40) 六車 日那乃 さいたま市立尾間木小・4 92 (43、49)

遠藤 眞子 野田市立東部小・6 82 (41、41) 46 夏野 香月 南箕輪村立南箕輪小・5 93 (49、44)

7 小野里 リア 私立オープンドアクリスチャンスクール小・6 83 (45、38) 八田 眞子 松本市立波田小・6 93 (46、47)

澁澤 莉絵留 太田市立宝泉小・6 83 (44、39) 上村 千夏 厚木市立荻野小・5 93 (46、47)

森 彩乃 湯河原町立東台福浦小・6 83 (42、41) 49 大塚 真由 長野市立朝陽小・6 95 (49、46)

山崎 花音 燕市立松長小・6 83 (41、42) 山田 里奈 川崎市立宮前小・6 95 (47、48)

山口 すず夏 私立和光鶴川小・6 83 (41、42) 石川 涼夏 吉岡町立明治小・6 95 (45、50)

増澤 彩巴 足利市立南小・6 83 (40、43) 52 水戸 明里 新潟市立新潟小・6 96 (47、49)

13 松岡 華 千葉市立瑞穂小・6 84 (43、41) 53 伊波川 彩名 国立筑波大学附属小・4 97 (48、49)

石山 朊佳 千葉市立都小・6 97 (48、49)

今井 香蓮 伊勢崎市立三郷小・6 84 (42、42) 55 緑川 瑞玲 江東区立数矢小・6 98 (53、45)

金野 優菜 武蔵野市立第五小・6 84 (42、42) 中台 望 千葉市立畑小・6 98 (51、47)

吉川 くるみ 那珂川町立馬頭小・5 84 (41、43) 57 岩井 明愛 川島町立中山小・4 99 (49、50)

17 木村 朱夢 流山市立八木北小・6 85 (42、43) 58 宮澤 風優 長野市立若槻小・6 102 (47、55)

石川 茉友夏 吉岡町立明治小・6 85 (41、44) 59 岩井 千怜 川島町立中山小・4 104 (55、49)

19 長野 未祈 江戸川区立上小岩第二小・6 86 (47、39) 60 小黒 晏寿 小山市立大谷東小・5 106 (51、55)

竹本 梨奈 新潟市立江南小・6 86 (44、42) 61 平木 亜莉奈 軽井沢町立軽井沢東部小・4 110 (59、51)

大島 瑠々海 宇都宮市立姿川中央小・6 86 (43、43)

羽藤 和奏 富里市立日吉台小・5 86 (43、43)

佐久間 朱莉 川越市立山田小・4 86 (43、43)

24 西郷 真央 船橋市立三山小・5 87 (45、42)

坂井 七菜 千葉市立みつわ台南小・6 87 (44、43)

阿部 未来 多摩立東落合小・4 87 (42、45)

27 高橋 しずく 座間市立野台小・6 88 (42、46)

28 田所 美沙樹 高萩市立高萩小・5 89 (46、43)

小西 遥 勝浦市立興津小・6 89 (45、44)

遠藤 亜弥 坂戸市立坂戸小・6 89 (43、46)

櫻井 見音 桐生市立昭和小・5 89 (43、46)

32 関 悠那 大和市立中央林間小・5 90 (48、42)

今井 萌絵 私立リリーベール小・5 90 (48、42)

和久井 麻由 小山立若木小・5 90 (47、43)

西村 涼花 江戸川区立大杉小・6 90 (44、46)

鎮守 愛佳 八千代市立大和田西小・6 90 (44、46)

永嶋 花音 足立区立東加平小・5 90 (43、47)

飯田 えみ 杉並区立永福小・6 90 (43、47)

39 吉津谷 彩香 栃木県立雀宮南小・5 91 (47、44)

山室 結衣 世田谷区立給田小・6 91 (45、46)

東京ゴルフ倶楽部( 6139Yards   Par 74 )

7月30日(月)

平成24年度　関東小学生ゴルフ大会決勝　女子の部

以上、全国小学生ゴルフ大会女子の部出場有資格選手 


