
会場：

期日：
エントリー： 86名

出場： 84名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小林 大河 葛飾区立半田小・5 68 (34、34) 藤澤 諒 甲府市立東小・6 83 (41、42) 82 浅田 竜平 八王子市立元八王子小・6 111 (57、54)

2 日下部 拓実 佐倉市立染井野小・6 69 (35、34) 仲西 郷 静岡市立服織小・4 83 (41、42) 本田 敏士 江戸川区立小松川小・5 111 (52、59)

3 川畑 京太郎 富津市立佐貫小・6 71 (36、35) 町田 竜成 板橋区立成増が丘小・6 83 (40、43) 84 遠藤 佑真 大網白里市立季美の森小・6 123 (52、71)

白石 一馬 私立慶應義塾幼稚舎小・6 71 (36、35) 44 菅野 義稀 神栖市立横瀬小・6 84 (44、40) 欠場 楠原 竜太朗 韮崎市立穂坂小・6

5 富永 龍輝 鉾田市立旭南小・6 74 (39、35) 長谷 政真 葛飾区立原田小・5 84 (41、43) 欠場 藤田 誓 富士宮市立黒田小・6

田中 雄貴 台東区立富士小・6 74 (39、35) 魚住 海斗 私立成城学園初等小・6 84 (41、43)

鈴木 隆太 野田市立宮崎小・6 74 (38、36) 47 柿本 虹汰 佐倉市立千代田小・6 85 (47、38)

8 鄭 優星 千葉市立千城台北小・6 75 (35、40) 関根 東馬 大洗町立大洗小・4 85 (44、41)

9 坂田 一真 千葉市立本町小・5 76 (37、39) 新垣 厚樹 袋井市立袋井北小・6 85 (43、42)

10 寺島 諒 裾野市立西小・6 77 (38、39) 安保 卓哉 世田谷区立弦巻小・5 85 (43、42)

小林 佑太朗 静岡市立大里西小・6 77 (37、40) 花澤 賢弥 松尾町立松尾小・5 85 (38、47)

12 佐藤 卓郎 私立成城学園初等小・6 78 (41、37) 52 山田 健悟 小平市立第十三小・6 86 (44、42)

大野 倖 四街道市立吉岡小・5 78 (37、41) 山本 和輝 木更津市立八幡台小・5 86 (44、42)

14 鈴木 聡馬 江戸川区立一之江第二小・6 79 (43、36) 紫垣 大志 港区立本村小・5 86 (42、44)

東城 幸翼 富士川町立増穂小・6 79 (42、37) 55 金指 統哉 富士市立富士第一小・4 87 (44、43)

中野 麟太朗 国立市立国立第三小・5 79 (40、39) 56 栗田 圭吾 船橋市立小栗原小・5 88 (46、42)

高梨 倭 八千代市立萱田南小・4 79 (39、40) 細谷 幹 水戸市立吉田小・4 88 (45、43)

齋藤 光 足立区立淵江第一小・5 79 (39、40) 鈴木 雄太 私立幕張ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ小・6 88 (43、45)

19 星野 健斗 静岡市立東源台小・6 80 (42、38) 淺野 友太郎 国立お茶の水女子大学付属小・6 88 (43、45)

佐山 ヒカル 柏市立高田小・5 80 (41、39) 高井 健太郎 杉並区立第二小・5 88 (42、46)

野沢 有希 静岡市立葵小・6 80 (41、39) 彦田 俊太郎 江戸川区立第二葛西小・5 88 (41、47)

菱木 郁弥 千葉市立千城台東小・5 80 (41、39) 62 増田 浩太郎 江戸川区立第三葛西小・6 89 (44、45)

星野 豪汰 渋谷区立幡代小・5 80 (41、39) 63 末永 龍和 世田谷区立砧小・4 90 (44、46)

鵜澤 幸輝 千葉市立椎名小・6 80 (41、39) 山田 剣臣 八王子市立城山小・6 90 (42、48)

小林 拳史郎 松戸市立貝の花小・6 80 (39、41) 65 丸山 蒼太 私立山梨学院大学附属小・4 92 (46、46)

神谷 幸之介 私立慶應義塾幼稚舎小・6 80 (38、42) 石渡 蒼 佐倉市立根郷小・5 92 (46、46)

27 加藤 大雅 四街道市立旭小・6 81 (41、40) 神田 悠貴 富士市立吉原小・4 92 (45、47)

石谷 竜月希 我孫子市立高野山小・6 81 (41、40) 熊谷 拓海 千葉市立高州第三小・5 92 (41、51)

篠原 雷登 国分寺市立第七小・5 81 (40、41) 69 豊 太陽 品川区立延山小・4 93 (46、47)

亥飼 台 日立市立滑川小・6 81 (39、42) 相馬 和樹 葛飾区立宝木塚小・6 93 (45、48)

西川 泰一 江戸川区立松江小・5 81 (39、42) 71 小泉 良太 柏市立名戸ヶ谷小・5 95 (48、47)

32 福井 勇悟 水戸市立双葉台小・5 82 (43、39) 向川 豊 板橋区立高島第六小・4 95 (44、51)

東城 湧大 清瀬市立清瀬第四小・6 82 (42、40) 73 友岡 駿介 私立慶應義塾幼稚舎小・6 96 (47、49)

野口 大雅 杉並区立高井戸小・5 82 (41、41) 小松 潤 大田区立東糀谷小・4 96 (46、50)

森 虎琉 大田区立入新井第五小・4 82 (41、41) 向後 太賀 旭市立共和小・5 96 (44、52)

- 以 上、 予 選 通 過 － 76 阪田 匠輝 品川区立第三日野小・4 97 (47、50)

宮部 澪央 水戸市立酒門小・6 82 (40、42) 77 中村 雄歩 松戸市立馬橋北・4 98 (51、47)

和田 卓也 私立桐朋学園小・6 82 (39、43) 78 駿河 晴翔 松戸市立北部小・6 100 (50、50)

丸山 泰輝 富士市立伝法小・5 82 (38、44) 79 高橋 匠 清瀬市立第八小・5 101 (51、50)

39 鈴木 慈音 私立ｸﾘｽﾁｬﾝｱｶﾃﾞﾐｰｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ小・6 83 (42、41) 80 美藤 聖弥 柏市立酒井根小・5 103 (52、51)

古賀 大輝 我孫子市立高野山小・6 83 (41、42) 81 赤塚 将成 足立区立東加平小・6 105 (56、49)

6月1日(日)

平成26年度　関東小学生ゴルフ大会　関東ブロック予選(男子)

一の宮カントリークラブ・西コース( 5134Yards   Par 72 )


