
会場：

期日：
エントリー： 70名

出場： 68名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 山崎 咲寿 海老名市立社家小・6 67 (33、34) 竹内 涼二 私立才教学園小・6 82 (40、42)

2 渋井 晃太郎 横浜市立瀬戸ヶ谷小・6 69 (35、34) 42 成松 峻 西東京市立けやき小・5 83 (40、43)

3 小島 海王 千葉市立宮崎小・6 72 (36、36) 村田 椋 長野市立通明小・6 83 (38、45)

4 小林 麟太郎 浦安市立日の出小・6 73 (38、35) 44 張 真 白岡市立東小・6 84 (43、41)

園部 大翔 狭山市立水富小・6 73 (37、36) 大久保 友貴 私立千葉日本大第一小・4 84 (42、42)

木暮 凌太 柏市立旭東小・6 73 (35、38) 山崎 暖真 板橋区立富士見台小・4 84 (42、42)

7 根本 悠誠 市原市立加茂学園小・4 75 (38、37) 47 飛毛 皓惺 筑西市立新治小・5 85 (45、40)

髙坂 信一郎 浜松市立和地小・6 75 (37、38) 翁 浩宇 横浜市立平安小・4 85 (45、40)

9 中山 怜音 私立立教小・5 76 (38、38) 豊嶋 柾晴 前橋市立宮城小・5 85 (43、42)

大郷 喜一 諏訪市立豊田小・6 76 (38、38) 星野 煌貴 榛東村立北小・4 85 (40、45)

竹花 颯汰 越谷市立大相模小・6 76 (37、39) 51 八巻 圭 前橋市立天川小・6 86 (45、41)

12 水沼 勇太 宇都宮市立横川西小・5 77 (41、36) 島田 楽生人 伊勢崎市立豊受小・4 86 (42、44)

堀 彰吾 ひたちなか市立東石川小・6 77 (40、37) 清水 奏琉 行田市立北小・6 86 (42、44)

仙澤 綾人 中央市立玉穂南小・5 77 (38、39) 小暮 力輝 所沢市立椿峰小・5 86 (40、46)

15 渋谷 翔真 新潟市立大形小・6 78 (39、39) 55 三橋 悠之介 私立森村学園初等部小・6 87 (43、44)

金澤 和夢 小諸市立水明小・5 78 (38、40) 藤井 大地 千葉市立小中台小・6 87 (43、44)

西山 修生 国立山梨大学附属小・4 78 (37、41) 57 粟野 泰成 石岡市立石岡小・6 88 (45、43)

18 林田 遼汰 熊谷市立妻沼南小・4 79 (39、40) 58 阿部 羽流斗 焼津市立大富小・6 89 (46、43)

金久保 太樹 三郷市立早稲田小・6 89 (41、48)

戸村 空汰 川越市立霞ケ関南小・4 79 (39、40) 斎藤 旬一 那須塩原市立三島小・5 89 (41、48)

小谷 海斗 流山市立小山小・6 79 (38、41) 61 堀越 健司 太田市立藪塚本町小・5 91 (43、48)

番匠 信幸 藤沢市立藤沢小・6 79 (37、42) 62 橋本 圭市 川崎市立犬蔵小・6 92 (45、47)

山本 咲道 つくば市立春日学園義務教育小・6 79 (36、43) 63 武井 大也 みどり市立笠懸小・5 93 (46、47)

23 辛 宇振 印西市立小倉台小・5 80 (43、37) 白井 陽 横須賀市立夏島小・5 93 (44、49)

古澤 泰樹 静岡市立清水有度第一小・6 80 (43、37) 65 石井 圭 平塚市立花水小・5 94 (42、52)

荒木 敬太 港区立白金小・5 80 (41、39) 66 高橋 翔 松戸市立南部小・6 95 (51、44)

二見 慶吾 川越市立高階南小・6 80 (41、39) 棄権 矢後 英俊 品川区立日野学園小・5

井上 滉太 上尾市立大谷小・6 80 (39、41) 棄権 角 大地 下野市立祇園小・6

八木沢 迦音 足立区立本木小・4 80 (38、42) 欠場 藤井 應丞 横浜市立東山田小・6

毎熊 慶治 新宿区立四谷小・6 80 (37、43) 欠場 甲斐 柚希 世田谷区立駒沢小・5

30 須田 造萌 古河市立古河第六小・6 81 (41、40)

岩井 礼歩 魚沼市立小出小・5 81 (41、40)

渡邉 日向 宇都宮市立清原東小・5 81 (40、41)

鈴木 凱斗 函南町立函南小・6 81 (38、43)

34 片野 貫一朗 松戸市立東部小・4 82 (43、39)

松本 律太郎 練馬区立開進第三小・6 82 (43、39)

武澤 晋之介 下野市立国分寺小・6 82 (42、40)

宇田川 理茶度 葛飾区立上千葉小・6 82 (42、40)

松本 直人 ふじみ野市立亀久保小・6 82 (42、40)

堤 俊太郎 入間市立扇小・6 82 (41、41)

飯塚 龍之介 高崎市立入野小・5 82 (40、42)

2019年 関東小学生ゴルフ大会決勝(男子)
森永高滝カントリー倶楽部( 5,735Yards   Par 72 )

7月30日(火)

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： 53名

出場： 53名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 清水 心結 さいたま市立中尾小・5 71 (35、36) 41 岩谷 楓花 練馬区立関町小・6 93 (46、47)

2 新地 真美夏 座間市立相模野小・6 72 (36、36) 新井 小桃 大田区立糀谷小・6 93 (46、47)

3 伊藤 美輝 私立トキワ松学園小・6 73 (36、37) 永井 夢亜 御宿町立御宿小・4 93 (45、48)

須藤 みかな 市原市立加茂学園小・6 73 (35、38) 44 小柳津 美里 私立日本女子大附属豊明小・6 95 (43、52)

5 清藤 羽琉 市原市立牧園小・5 76 (40、36) 45 橋本 葵 我孫子市立湖北小・6 97 (50、47)

柳原 由依 私立武蔵野学園小・6 76 (37、39) 46 中野 彩葉 さいたま市立大谷場東小・4 98 (50、48)

7 戸髙 玲奈 練馬区立石神井小・5 77 (40、37) 鈴木 花風 白井市立清水口小・4 98 (47、51)

永田 愛梨 浜松市立芳川北小・6 77 (38、39) 戸田 琉杏 焼津市立和田小・5 98 (46、52)

9 長澤 愛羅 身延町立身延清稜小・6 79 (38、41) 49 尾沼 姫南 軽井沢町立東部小・6 99 (46、53)

羽田野 陽香 江東区立元加賀小・6 79 (37、42) 50 竹井 菜桜 千葉市立北貝塚小・6 102 (52、50)

11 大橋 莉生 浜松市立入野小・6 80 (41、39) 51 西脇 優衣 小千谷市立小千谷小・4 104 (49、55)

12 高橋 七海 川崎市立南生田小・6 81 (42、39) 52 小口 満里奈 岡谷市立岡谷田中小・4 105 (53、52)

瀬谷 里美 草加市立西町小・6 81 (40、41) 53 上原 愛琉 長野市立大豆島小・5 120 (56、64)

國吉 愛良 千葉市立松ケ丘小・6 81 (37、44)

15 吉田 沙羅 前橋市立細井小・6 82 (41、41)

天田 和杏 中野区立江原小・5 82 (41、41)

岸田 想來 品川区立鈴ヶ森小・6 82 (38、44)

18 窪田 沙羅 私立駿台甲府小・5 83 (41、42)

19 林 愛輝美 船橋市立小室小・5 84 (46、38)

荻原 すいみ 深谷市立明戸小・4 84 (43、41)

長峰 真央 千葉市立北貝塚小・4 84 (41、43)

22 芳賀 恵夏 相模原市立上鶴間小・6 85 (44、41)

濱 朱姫 我孫子市立我孫子第一小・6 85 (44、41)

下村 日曜子 文京区立指ヶ谷小・6 85 (43、42)

五月女 愛來 栃木市立国府北小・5 85 (42、43)

荒木 結衣 港区立白金小・5 85 (42、43)

27 黒田 昊 三郷市立早稲田小・6 86 (43、43)

加部 美貴 小川町立東小川小・6 86 (43、43)

松枝 未倖 下野市立石橋小・6 86 (43、43)

貫井 美来 前橋市立桃木小・6 86 (42、44)

原田 桃 藤沢市立鵠沼小・5 86 (42、44)

片岡 愛彩 芳賀町立芳賀東小・6 86 (40、46)

33 伊藤 愛華 練馬区立練馬第二小・6 87 (44、43)

34 丸山 琳子 みどり市立笠懸東小・6 88 (47、41)

佐藤 彩葉 境町立境小・5 88 (45、43)

田村 萌来美 秦野市立渋沢小・6 88 (45、43)

37 小山 萌々香 八王子市立楢原小・5 90 (45、45)

38 矢島 明日翔 白井市立第三小・6 91 (47、44)

高村 仁香 私立森村学園初等部小・5 91 (44、47)

40 中澤 紗来 朝霞市立朝霞第二小・5 92 (46、46)

2019年 関東小学生ゴルフ大会決勝(女子)
森永高滝カントリー倶楽部( 5,735Yards   Par 72 )

7月30日(火)

以上、全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 


