
会場：

期日：
エントリー： 74名

出場： 74名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 池田 悠太 宇都宮市立上戸祭小・6 72 (36、36) 熊谷 宇晴 塩尻市立桔梗小・6 85 (40、45)

森山 友貴 森村学園初等部小・6 72 (35、37) 42 小屋 将一朗 前橋市立二之宮小・4 86 (44、42)

3 芳崎 陽紀 厚木市立南毛利小・5 73 (37、36) 谷口 康太郎 葛飾区立飯塚小・6 86 (43、43)

4 梅内 秀太郎 練馬区立大泉北小・6 74 (38、36) 神谷 幸之介 慶應義塾幼稚舎小・5 86 (43、43)

小林 大河 葛飾区立半田小・4 74 (34、40) 楠原 竜太朗 韮崎市立穂坂小・5 86 (41、45)

6 竹入 颯真 冨士市立伝法小・6 75 (37、38) 川畑 京太郎 富津市立佐貫小・5 86 (40、46)

林 恭平 横浜市立日野南小・5 75 (36、39) 小川 真之介 八王子市立城山小・6 86 (39、47)

8 松本 優人 ふじみ野市立亀久保小・6 76 (37、39) 48 勝俣 翔 市原市立清水谷小・6 87 (44、43)

小出 瞬輝 長野市立三本柳小・6 76 (36、40) 建守 千都 糸魚川市立糸魚川小・6 87 (44、43)

10 市川 輝 水戸市立千波小・6 77 (39、38) 50 大石 寛大 松本市立開智小・6 88 (48、40)

山野 国士 船橋市立行田東小・6 77 (37、40) 柏俣 結生 東松山市立唐子小・4 88 (46、42)

12 栗原 悠宇 鶴ヶ島市立藤小・6 78 (43、35) 神宮 圭汰 高崎市立城南小・6 88 (46、42)

高橋 夢人 新潟市立大形小・6 78 (42、36) 小林 一輝 伊勢原市立比々多小・6 88 (42、46)

椎名 優介 葛飾区立中青戸小・6 78 (40、38) 加藤 大雅 四街道市立旭小・5 88 (42、46)

鈴木 隆太 野田市立宮崎小・5 78 (39、39) 55 服部 純 東御市立田中小・6 89 (48、41)

川崎 智洋 茅ヶ崎市立柳島小・6 89 (46、43)

内田 航貴 伊勢原市立大田小・5 78 (39、39) 岡部 開斗 伊勢崎市立赤堀南小・6 89 (46、43)

田中 章太郎 取手市立取手小・6 78 (38、40) 春田 大心 幸手市立上高野小・5 89 (46、43)

18 赤岩 伶音 練馬区立大泉北小・6 79 (40、39) 秋田 青空 川崎市立子母口小・6 89 (45、44)

出水田 裕輝 川崎市立富士見台小・6 79 (40、39) 蛭川 優汰 みどり市立笠懸小・6 89 (43、46)

中村 勇貴 川口市立安行東小・6 79 (40、39) 仲沢 有星 神栖市立大野原小・6 89 (43、46)

堀内 太陽 武蔵野市立大野田小・6 79 (40、39) 62 府川 洸己 越谷市立大沢北小・6 90 (46、44)

22 鄭 優星 千葉市立千城台北小・5 80 (40、40) 松本 拓人 ふじみ野市立亀久保小・5 90 (44、46)

日下部 拓実 佐倉市立染井野小・5 80 (39、41) 64 新垣 厚樹 袋井市立袋井北小・5 91 (49、42)

山田 真輝 鴻巣市立鴻巣中央小・6 80 (39、41) 井上 和馬 横浜市立北方小・5 91 (46、45)

寺辻 真生 北本市立南小・6 80 (35、45) 66 鈴木 聡馬 江戸川区立一之江第二小・5 92 (46、46)

26 永谷 杜葉 太田市立韮川小・6 81 (36、45) 白石 一馬 慶応義塾幼稚舎小・5 92 (46、46)

27 永井 彬裕 信州大教育学部附属長野小・6 82 (41、41) 山田 瑛介 塩尻市立桔梗小・5 92 (45、47)

坂田 一真 千葉市立本町小・4 82 (41、41) 69 鈴木 雄太 幕張インターナショナル小・5 94 (45、49)

喜久里 幸太郎 富里市立日吉台小・5 82 (40、42) 70 塚田 響 小諸市立美南ガ丘小・5 97 (49、48)

仲宗根 寛瑛 横浜市立西柴小・5 82 (37、45) 71 網代 匠 那須塩原市立三島小・6 98 (49、49)

31 小林 拳史郎 松戸市立貝の花小・5 83 (43、40) 72 田島 健太郎 村上市立保内小・4 101 (54、47)

細田 響生 横浜市立本町小・6 83 (40、43) 73 太田 智之 松本市立芝沢小・6 102 (52、50)

和田 歩 世田谷区立船橋小・6 83 (39、44) 棄権 尾崎 悠大 逗子市立逗子小・6

上原 挑夢 太田市立休泊小・5 83 (39、44)

35 本間 一太 練馬区立大泉第二小・6 84 (40、44)

宮部 澪央 水戸市立酒門小・5 84 (40、44)

山崎 翔太 佐野市立犬伏小・6 84 (40、44)

風岡 衣杏 甲府市立大国小・6 84 (39、45)

39 内田 桐豪 北本市立中丸東小・5 85 (45、40)

澤田 大凱 三郷市立高州東小・6 85 (41、44)

京葉カントリー倶楽部( 5700Yards   Par 72 )

7月29日(月)

平成25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出場有資格選手 



会場：

期日：
エントリー： 59名

出場： 59名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 吉川 くるみ 那珂川町立馬頭小・6 70 (36、34) 田中 愛 世田谷区立瀬田小・6 85 (41、44)

2 望月 美甫 富士市立田子浦小・5 73 (36、37) 42 飯島 向日葵 旭市立中央小・6 86 (43、43)

伊波川 彩名 筑波大学附属小・5 73 (36、37) 岩井 明愛 川島町立中山小・5 86 (40、46)

勝見 梓 太田市立休泊小・6 73 (35、38) 中村 優海 茂原市立東郷小・5 86 (38、48)

5 西郷 真央 船橋市立三山小・6 74 (38、36) 45 高橋 采未 伊那市立高遠小・5 88 (41、47)

6 天野 真里奈 小田原市立下府中小・6 77 (39、38) 46 長倉 加奈 川越市立広谷小・5 89 (44、45)

櫻井 見音 桐生市立南小・6 77 (39、38) 飯村 知紗 リリーベール小・6 89 (43、46)

8 久保 青空 草加市立清門小・6 78 (41、37) 48 桐原 愛奈 ひたちなか市立外野小・6 90 (46、44)

佐久間 朱莉 川越市立広谷小・5 78 (39、39) 石橋 麻里亜 横浜市立並木中央小・6 90 (46、44)

阿部 未来 多摩市立東落合小・5 78 (37、41) 武田 真幸 川崎市立はるひ野小・6 90 (46、44)

11 仲西 美波 静岡市立服織小・6 79 (40、39) 田島 凜 村上市立保内小・6 90 (45、45)

坂本 優菜 三島市立山田小・6 79 (40、39) 52 市村 杏 軽井沢中部小・4 92 (47、45)

和久井 麻由 小山市立若木小・6 79 (38、41) 小澤 朱夏 松本市立波田小・6 92 (47、45)

高草木 陽菜 桐生市立南小・6 92 (43、49)

今井 萌絵 リリーベール小・6 79 (37、42) 55 松澤 くみ 大田区立おなづか小・5 93 (47、46)

15 永嶋 花音 足立区立東加平小・6 80 (41、39) 56 満尾 理央 玉川学園小学部小・6 97 (48、49)

木村 美霞 さいたま市立三橋小・6 80 (40、40) 57 今井 瑞穂 伊勢崎市立三郷小・5 98 (47、51)

高橋 夢羽 平塚市立花水小・6 80 (39、41) 58 飯塚 優衣 高崎市立入野小・5 104 (50、54)

18 夏野 香月 南箕輪村立南箕輪小・6 81 (42、39) 59 田巻 好実 五泉市立五泉南小・6 108 (57、51)

篠崎 莉杏 那須塩原市立埼玉小・6 81 (40、41)

潮田 羽来々 御前崎市立白羽小・6 81 (39、42)

21 西澤 歩未 川崎市立久本小・5 82 (45、37)

堀越 心愛 行方市立麻生東小・6 82 (41、41)

田所 美沙樹 高萩市立高萩小・6 82 (41、41)

松本 みつき 平塚市立みずほ小・6 82 (40、42)

六車 日那乃 さいたま市立尾間木小・5 82 (39、43)

早川 夏未 狭山市立南小・5 82 (38、44)

27 小林 彩音 小川町立大河小・6 83 (42、41)

中谷 舞 多古町立多古第二小・5 83 (41、42)

関 悠那 大和市立中央林間小・6 83 (41、42)

30 池羽 陽向 小山市立小山城東小・5 84 (44、40)

永藤 優香 結城市立江川南小・5 84 (41、43)

篠崎 葵 練馬区立豊玉南小・5 84 (40、44)

上村 千夏 厚木市立荻野小・6 84 (40、44)

森田 彩音 越谷市立川柳小・4 84 (39、45)

35 岩井 千怜 川島町立中山小・5 85 (45、40)

鶴瀬 華月 横浜市立中沢小・5 85 (43、42)

二宮 佳凜 みどり市立笠懸北小・5 85 (43、42)

高澤 理華 厚木市立依知南小・6 85 (43、42)

越田 泰羽 横浜市立上矢部小・4 85 (42、43)

平山 光優 匝瑳市立吉田小・6 85 (41、44)

京葉カントリー倶楽部( 5700Yards   Par 72 )

7月29日(月)

平成25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出場有資格選手 


