
会場：

期日：
エントリー： 52名

出場： 52名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 佐久間 朱莉 川越市立広谷小・6 72 (37、35) 高橋 琴音 清瀬市立清瀬第十小・5 90 (48、42)

2 越田 泰羽 横浜市立上矢部小・5 73 (36、37) 堂坂 友里代 新潟市立関屋小・6 90 (45、45)

3 黒木 優香 入間市立藤沢北小・5 74 (39、35) 高橋 采未 伊那市立高遠小・6 90 (44、46)

六車 日那乃 さいたま市立尾間木小・6 74 (38、36) 相原 紗奈 川崎市立宮崎小・4 90 (43、47)

5 平木 亜莉奈 高崎市立下里見小・6 75 (39、36) 45 佐藤 心結 小田原市立桜井小・5 91 (48、43)

望月 美甫 富士市立田子浦小・6 75 (36、39) 勝亦 令奈 私立加藤学園暁秀初等小・4 91 (47、44)

西澤 歩未 川崎市立久本小・6 75 (35、40) 坂本 萌 富士川町立鰍沢小・6 91 (43、48)

8 山本 華菜音 国立千葉大学附属小・5 76 (38、38) 新井 まりん 草加市立瀬崎小・6 91 (43、48)

佐藤 有仁加 国立宇都宮大学付属小・6 76 (38、38) 49 野矢 彩華 柏市立柏第一小・6 96 (50、46)

10 岩井 千怜 川島町立中山小・6 77 (37、40) 50 澤田 麻依 世田谷区立東玉川小・6 97 (50、47)

11 早川 夏未 狭山市立南小・6 78 (42、36) 51 飯塚 優衣 高崎市立入野小・6 102 (51、51)

伊波川 彩名 国立筑波大学附属小・6 78 (41、37) 52 森塚 あかり 新発田市立後免町小・6 103 (51、52)

長倉 加奈 川越市立広谷小・6 78 (40、38)

14 花田 華梨 千葉市立千城台南小・5 79 (43、36)

佐藤 夏恋 市原市立白幡小・4 79 (40、39)

16 岩井 明愛 川島町立中山小・6 80 (40、40)

中谷 舞 多古町立多古第二小・6 80 (40、40)

18 中村 優海 茂原市立東郷小・6 81 (40、41)

19 安達 有沙 私立横浜雙葉小・6 82 (41、41)

市村 杏 軽井沢町立軽井沢中部小・5 82 (40、42)

米澤 弥夏 横浜市立瀬谷小・6 82 (37、45)

今井 瑞穂 伊勢崎市立三郷小・6 82 (36、46)

23 篠崎 葵 練馬区立豊玉南小・6 84 (44、40)

二宮 佳凜 みどり市立笠懸北小・6 84 (43、41)

荻原 いなほ 深谷市立明戸小・5 84 (43、41)

26 宇田 紗彩 町田市立南大谷小・5 85 (41、44)

27 池羽 陽向 小山市立小山城東小・6 86 (45、41)

秋元 彩葉 川崎市立川崎小・4 86 (42、44)

29 榎本 杏果 新宿区立余丁町小・5 87 (46、41)

永藤 優香 結城市立江川南小・6 87 (44、43)

臼井 蘭世 鹿沼市立北押原小・6 87 (41、46)

32 山本 渚月 足利市立北郷小・5 88 (46、42)

梅内 彩菜美 練馬区立大泉北小・6 88 (46、42)

佐藤 杏莉 新座市立第四小・6 88 (46、42)

ガスマン 緋那 川崎市立南河原小・6 88 (45、43)

野矢 愛莉 柏市立柏第一小・5 88 (45、43)

新谷 芽々 平塚市立花水小・5 88 (44、44)

百岳 未優 富津市立青堀小・6 88 (41、47)

39 小暮 千広 松戸市立高木小・5 89 (46、43)

40 高橋 美羽 那須町立田代友愛小・6 90 (50、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　女子の部


