
会場：

期日：
エントリー： 80名

出場： 79名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 福井 勇悟 水戸市立双葉台小・6 69 (36、33) 戸崎 拓海 調布市立第三小・6 82 (42、40)

2 小林 大河 葛飾区立半田小・6 70 (33、37) 岩井 巧 富岡市立一ノ宮小・5 82 (42、40)

3 三浦 隆治 相模原市立藤野小・6 72 (37、35) 高橋 太陽 横浜市立希望ヶ丘小・5 82 (41、41)

長谷 政真 葛飾区立原田小・6 72 (37、35) 末廣 大地 胎内市立胎内小・5 82 (39、43)

斉藤 隼人 三郷市立立花小・5 72 (37、35) 45 高橋 幸生 朝霞市立朝霞第七小・6 83 (41、42)

大久保 海 伊勢原市立伊勢原小・4 72 (36、36) 黒田 幸太郎 横浜市立都筑小・5 83 (40、43)

7 小屋 将一朗 前橋市立二之宮小・6 73 (36、37) 高山 幸汰 松本市立旭町小・6 83 (38、45)

8 宮下 優輝 川口市立戸塚南小・6 74 (39、35) 市村 龍我 軽井沢町立軽井沢中部小・4 83 (38、45)

星野 豪汰 渋谷区立幡代小・6 74 (36、38) 49 仲西 郷 静岡市立服織小・5 84 (45、39)

坂田 一真 千葉市立本町小・6 74 (36、38) 田島 健太郎 村上市立保内小・6 84 (40、44)

11 池 由哉 新潟市立根岸小・4 75 (41、34) 犬飼 泰我 伊東市立南小・4 84 (40、44)

佐山 ヒカル 柏市立高田小・6 75 (40、35) 52 塚越 光玖 小川町立東小川小・6 85 (43、42)

中野 麟太朗 国立市立国立第三小・6 75 (39、36) 53 江尻 隼人 滑川町立月の輪小・5 86 (47、39)

花村 秀太 諏訪市立中洲小・4 75 (39、36) 野口 大雅 杉並区立高井戸小・6 86 (46、40)

吉津谷 彩人 宇都宮市立雀宮南小・6 75 (37、38) 小泉 良太 柏市立名戸ヶ谷小・6 86 (44、42)

16 丸山 泰輝 富士市立伝法小・6 76 (40、36) 柴原 勇太 志木市立宗岡第四小・4 86 (43、43)

菱木 郁弥 千葉市立千城台東小・6 86 (43、43)

澤田 竜成 江東区立第二亀戸小・4 76 (39、37) 杉原 康太 大田原市立紫塚小・6 86 (40、46)

細谷 幹 水戸市立吉田小・5 76 (39、37) 齋藤 光 足立区立淵江第一小・6 86 (40、46)

清水 蔵之介 練馬区立八坂小・4 76 (38、38) 60 志村 由羅 川越市立霞ヶ関小・4 87 (46、41)

西川 泰一 江戸川区立松江小・6 76 (36、40) 近藤 直杜 横浜市立善部小・4 87 (45、42)

21 金指 統哉 富士市立富士第一小・5 77 (39、38) 亥飼 陽 日立市立滑川小・4 87 (41、46)

吉沢 己咲 藤岡市立神流小・5 77 (38、39) 63 栗田 圭吾 船橋市立小栗原小・6 88 (47、41)

23 本 大志 横浜市立末吉小・4 78 (41、37) 熊谷 地陽 塩尻市立桔梗小・5 88 (44、44)

熊谷 拓海 千葉市立真砂西小・6 78 (40、38) 中島 爽 横浜市立本牧小・6 88 (44、44)

岩井 光太 川島町立中山小・5 78 (39、39) 隅内 雅人 水戸市立城東小・5 88 (43、45)

小林 翔音 葛飾区立半田小・4 78 (39、39) 67 滝澤 怜央 入間市立新久小・5 89 (47、42)

27 紫垣 大志 港区立本村小・6 79 (41、38) 佐藤 快斗 さいたま市立土合小・4 89 (45、44)

須田 航平 古河市立第六小・5 79 (40、39) 小島 圭翔 土浦市立土浦第二小・6 89 (44、45)

柏俣 結生 東松山市立唐子小・6 79 (39、40) 豊 太陽 品川区立延山小・6 89 (41、48)

中村 大聖 横浜市立大道小・6 79 (39、40) 71 井上 円慈 伊勢崎市立あずま小・5 92 (48、44)

31 曽根 魁斗 前橋市立芳賀小・6 80 (40、40) 井出 太陽 川上村立川上第二小・5 92 (47、45)

上村 侑輝 私立立教小・6 80 (39、41) 松枝 靖悟 下野市立石橋小・6 92 (47、45)

伊藤 颯汰 横浜市立榎が丘小・5 80 (37、43) 74 池田 佳斗 川越市立霞ヶ関東小・6 93 (48、45)

34 篠原 雷登 国分寺市立第七小・6 81 (41、40) 竹原 佳吾 私立森村学園初等部小・6 93 (46、47)

大野 倖 四街道市立吉岡小・6 81 (41、40) 中村 雄歩 松戸市立馬橋北小・5 93 (44、49)

高梨 倭 八千代市立萱田南小・5 81 (40、41) 山本 和輝 木更津市立八幡台小・6 93 (43、50)

37 関根 東馬 大洗町立大洗小・5 82 (44、38) 78 野川 悠太 長野市立湯谷小・6 104 (48、56)

金子 佳矢 宇都宮市立戸祭小・4 82 (42、40) 棄権 相原 涼汰 行田市立南小・5

楠 大峻 横浜市立元石川小・6 82 (42、40) 欠場 市村 翔太郎 日立市立豊浦小・4

花澤 賢弥 松尾町立松尾小・6 82 (42、40)

スカイウェイカントリークラブ( 5342Yards   Par 72 )

7月28日(火)

以上、2015年度(第9回)全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 

平成27年度　関東小学生ゴルフ大会決勝　男子の部



会場：

期日：
エントリー： 55名

出場： 55名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 黒木 優香 入間市立藤沢北小・6 74 (35、39) 佐藤 雪乃 川崎市立西野川小・6 90 (45、45)

2 花田 華梨 千葉市立千城台南小・6 75 (38、37) 星野 瑠菜 清水町立西小・6 90 (43、47)

中川 ひかる 坂戸市立坂戸南小・6 75 (36、39) 43 林 泉希 所沢市立小手指小・6 91 (45、46)

4 佐藤 心結 小田原市立桜井小・6 77 (40、37) 平山 磨美 匝瑳市立吉田小・6 91 (45、46)

浅野 咲希 江戸川区立大杉東小・6 77 (39、38) 45 池羽 明莉 小山市立小山城東小・6 92 (44、48)

荻原 いなほ 深谷市立明戸小・6 77 (39、38) 46 坂本 朱里 富士川町立鰍沢小・5 94 (45、49)

吉澤 柚月 市川市立大野小・6 77 (38、39) 栗田 怜奈 船橋市立小栗原小・4 94 (41、53)

山本 華菜音 国立千葉大教育学部附属小・6 77 (37、40) 48 飯田 茜 真岡市立真岡東小・4 95 (48、47)

越田 泰羽 横浜市立上矢部小・6 77 (37、40) 菅原 里彩 私立湘南学園小・5 95 (48、47)

10 野矢 愛莉 柏市立柏第一小・6 78 (41、37) 山本 優花 三鷹市立第六小・5 95 (46、49)

斉藤 里奈 さいたま市立河合小・6 78 (35、43) 51 佐山 凛 柏市立高田小・4 96 (45、51)

12 川畑 優菜 富津市立佐貫小・4 79 (42、37) 52 加藤 凛 加茂市立下条小・4 97 (47、50)

53 小森谷 遥 私立日本女子大付属豊明小・6 101 (53、48)

森田 彩音 越谷市立川柳小・6 79 (39、40) 倉持 凪 石岡市立南小・4 101 (52、49)

14 齋藤 華音 草加市立西町小・6 80 (42、38) 55 藤野 夏那 龍ヶ崎市立城ノ内小・6 123 (60、63)

小暮 千広 松戸市立高木小・6 80 (40、40)

飯島 早織 水戸市立笠原小・4 80 (40、40)

山本 渚月 足利市立北郷小・6 80 (40、40)

市村 杏 軽井沢町立軽井沢中部小・6 80 (40、40)

19 吉田 鈴 市川市立百合台小・6 81 (44、37)

20 桑村 美穂 千葉市立宮崎小・4 82 (44、38)

中澤 瑠来 朝霞市立朝霞第二小・6 82 (41、41)

22 勝亦 令奈 私立加藤学園暁秀初等小・5 83 (45、38)

佐藤 夏恋 市原市立白幡小・5 83 (42、41)

新谷 芽々 平塚市立花水小・6 83 (42、41)

秋元 彩葉 川崎市立川崎小・5 83 (39、44)

26 坂本 彩菜 三島市立山田小・6 84 (45、39)

宮部 樹理 水戸市立酒門小・5 84 (44、40)

相原 紗奈 川崎市立宮崎小・5 84 (39、45)

29 榎本 杏果 新宿区立余丁町小・6 85 (43、42)

大郷 光瑠 諏訪市立豊田小・5 85 (42、43)

高野 可菜 太田市立綿打小・6 85 (42、43)

32 高橋 琴音 清瀬市立清瀬第十小・6 86 (41、45)

33 小林 美優 市川市立中山小・4 87 (46、41)

小泉 成美 布施学校組合立布施小・6 87 (40、47)

35 宇田 紗彩 町田市立南大谷小・6 88 (47、41)

岡島 彩乃 千葉市立稲丘小・5 88 (42、46)

37 茶木 詩央 稲城市立稲城第４小・4 89 (45、44)

西山 知里 国立山梨大附属小・4 89 (44、45)

39 目黒 宝 魚沼市立広神西小・5 90 (47、43)

河内 悠利杏 伊勢崎市立殖蓮小・6 90 (46、44)

スカイウェイカントリークラブ( 5342Yards   Par 72 )

7月28日(火)

以上、2105年度(第9回)全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 

平成27年度　関東小学生ゴルフ大会決勝　女子の部
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