
会場：

期日：
エントリー： 79名

出場： 77名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小林 拳史郎 松戸市立貝の花小・6 72 (39、33) 比嘉 海人 大磯町立国府小・6 82 (40、42)

2 日下部 拓実 佐倉市立染井野小・6 73 (35、38) 42 島野 竜綺 小山市立間々田東小・6 83 (44、39)

3 仲宗根 寛瑛 横浜市立西柴小・6 74 (36、38) 加藤 大雅 四街道市立旭小・6 83 (43、40)

鄭 優星 千葉市立千城台北小・6 74 (36、38) 44 飯田 要 真岡市立真岡東小・6 84 (46、38)

5 林 恭平 横浜市立日野南小・6 75 (39、36) 鵜澤 幸輝 千葉市立椎名小・6 84 (43、41)

小林 佑太朗 静岡市立大里西小・6 75 (39、36) 野沢 有希 静岡市立葵小・6 84 (42、42)

鈴木 聡馬 江戸川区立一之江第二小・6 75 (38、37) 星野 健斗 静岡市立東源台小・6 84 (40、44)

川畑 京太郎 富津市立佐貫小・6 75 (38、37) 48 久保田 堅士 海老名市立海老名小・6 85 (44、41)

9 井上 和馬 横浜市立北方小・6 76 (41、35) 佐山 ヒカル 柏市立高田小・5 85 (43、42)

中野 麟太朗 国立市立国立第三小・5 76 (38、38) 齋藤 光 足立区立淵江第一小・5 85 (42、43)

大番 陽斗 松伏町立松伏小・6 76 (37、39) 福井 勇悟 水戸市立双葉台小・5 85 (42、43)

12 芳崎 陽紀 厚木市立南毛利小・6 77 (40、37) 関 駿斗 横浜市立川上北小・6 85 (42、43)

松岡 悠馬 横浜市立高舟台小・6 77 (40、37) 篠原 雷登 国分寺市立第七小・5 85 (41、44)

富永 龍輝 鉾田市立旭南小・6 77 (39、38) 鬼澤 遥希 那須塩原市立豊浦小・6 85 (41、44)

宮下 優輝 川口市立戸塚南小・5 77 (39、38) 55 小澤 翼 辰野町立辰野西小・6 86 (45、41)

坂本 昇一郎 上尾市立上尾東小・6 77 (38、39) 塚原 悠斗 佐野市立佐野小・6 86 (45、41)

寺島 諒 裾野市立西小・6 86 (44、42)

松本 拓人 ふじみ野市立亀久保小・6 77 (38、39) 58 福住 将 厚木市立南毛利小・6 87 (48、39)

18 神谷 幸之介 私立慶應義塾幼稚舎小・6 78 (42、36) 塚田 響 小諸市立美南ガ丘小・6 87 (47、40)

坂田 一真 千葉市立本町小・5 78 (41、37) 星野 豪汰 渋谷区立幡代小・5 87 (44、43)

喜久里 幸太郎 さいたま市立道祖土小・6 78 (40、38) 61 澤井 一馬 私立森村学園初等部小・6 88 (41、47)

上原 挑夢 太田区市立休泊小・6 78 (38、40) 石谷 竜月希 我孫子市立高野山小・6 88 (40、48)

白石 一馬 私立慶應義塾幼稚舎小・6 78 (38、40) 63 半田 怜士 太田市立藪塚本町小・6 89 (48、41)

内田 航貴 伊勢原市立大田小・6 78 (36、42) 佐藤 快 飯山市立飯山小・6 89 (46、43)

24 佐藤 卓郎 私立成城学園初等小・6 79 (43、36) 野口 大雅 杉並区立高井戸小・5 89 (46、43)

福住 修 厚木市立南毛利小・6 79 (41、38) 滝澤 怜央 入間市立新久小・4 89 (45、44)

田中 雄貴 台東区立富士小・6 79 (41、38) 森 虎琉 大田区立入新井第五小・4 89 (44、45)

鈴木 隆太 野田市立宮崎小・6 79 (40、39) 68 曽根 魁斗 前橋市立芳賀小・5 90 (46、44)

東城 幸翼 富士川町立増穂小・6 79 (40、39) 春田 大心 幸手市立上高野小・6 90 (46、44)

大野 倖 四街道市立吉岡小・4 79 (39、40) 70 吉沢 己咲 藤岡市立神流小・4 91 (47、44)

高橋 大斗 久喜市立栗橋南小・6 79 (39、40) 目黒 球童 魚沼市立広神西小・6 91 (46、45)

31 亥飼 台 日立市立滑川小・6 80 (41、39) 斉藤 隼人 三郷市立立花小・4 91 (44、47)

廣川 雄大 東松山市立新宿小・6 80 (40、40) 73 高山 幸汰 松本市立旭町小・5 92 (46、46)

吉田 隼汰 川越市立川越第一小・6 80 (40、40) 74 西山 大翔 沼田市立薄根小・6 93 (45、48)

三浦 隆治 相模原市立藤野小・5 80 (38、42) 75 末広 大地 胎内市立胎内小・4 95 (49、46)

35 菱木 郁弥 千葉市立千城台東小・5 81 (43、38) 76 山上 悠翔 松本市立筑摩小・5 102 (57、45)

山田 瑛介 塩尻市立桔梗小・6 81 (42、39) 棄権 高梨 倭 八千代市立萱田南小・4

東城 湧大 清瀬市立清瀬第四小・6 81 (41、40) 欠場 伊藤 颯汰 横浜市立榎が丘小・4

38 小屋 将一朗 前橋市立二之宮小・5 82 (43、39) 欠場 藤澤 幸生 安曇野市立豊科南小・6

楠 大峻 横浜市立元石川小・5 82 (42、40)

鈴木 叶夢 みどり市立笠懸小・6 82 (42、40)

スカイウェイカントリークラブ( 5323Yards   Par 72 )

7月29日(火)

以上、2014年度（第8回）全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 

平成26年度　関東小学生ゴルフ大会決勝　男子の部


