
会場：

期日：

エントリー： 74名

出場： 74名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 本 大志 横浜市立末吉小・6 67 (35、32) 41 星野 恵太 高崎市立東部小・6 81 (44、37)

2 清水 蔵之介 練馬区立八坂小・6 70 (36、34) 市村 翔太郎 日立市立豊浦小・6 81 (42、39)

3 大久保 海 伊勢原市立伊勢原小・6 71 (36、35) 中田 一颯 柏市立高柳西小・5 81 (41、40)

近藤 直杜 横浜市立善部小・6 71 (35、36) 小林 尚史 宇都宮市立上河内西小・5 81 (41、40)

小暮 春輝 所沢市立椿峰小・6 71 (35、36) 小林 麟太郎 浦安市立日の出小・4 81 (39、42)

堀 鉄平 ひたちなか市立東石川小・6 71 (34、37) 46 宮下 十翔 富士吉田市立富士小・6 82 (42、40)

7 澤田 竜成 江東区立第二亀戸小・6 72 (35、37) 江口 巧磨 柏市立高柳小・6 82 (41、41)

8 池 由哉 新潟市立根岸小・6 73 (37、36) 48 小池 健心 私立青山学院初等部小・6 83 (44、39)

9 時本 晃志 柏市立田中小・6 74 (39、35) 小田桐 正幸 港区立南山小・5 83 (43、40)

花村 秀太 諏訪市立中洲小・6 74 (38、36) 太田 龍将 印西市立西の原小・6 83 (39、44)

新地 秀哉 座間市立相模野小・6 74 (38、36) 51 伊豆田 怜央 藤岡市立平井小・6 84 (40、44)

織田 啓吾 榛東村立南小・6 74 (38、36) 篠原 来太 栃木市立栃木第五小・6 84 (40、44)

市村 龍我 軽井沢町立軽井沢中部小・6 74 (37、37) 53 関根 龍 荒川区立瑞光小・6 85 (45、40)

羽部 大輝 船橋市立中野木小・6 74 (37、37) 佐々木 俊輔 那須烏山市立烏山小・5 85 (44、41)

小林 龍竺 平塚市立岡崎小・5 74 (37、37) 森田 莉史 みどり市立笠懸東小・6 85 (43、42)

八木沢 浩心郎 足立区立本木小・5 74 (35、39) 若松 和彦 栃木市立栃木第五小・6 85 (39、46)

17 橋詰 海斗 長岡市立栖吉小・5 75 (39、36) 57 田中 天晴 調布市立深大寺小・5 86 (46、40)

金子 佳矢 宇都宮市立戸祭小・6 75 (38、37) 佐野 宏太 富士市立伝法小・6 86 (44、42)

柴原 勇太 志木市立宗岡第四小・6 86 (44、42)

齊藤 大翔 熊谷市立長井小・6 75 (37、38) 山本 咲道 つくば市立春日学園小・4 86 (42、44)

20 志村 由羅 川越市立霞ヶ関小・6 76 (43、33) 61 猪飼 航太 鳩山町立鳩山小・6 87 (45、42)

清水 拳斗 さいたま市立中尾小・6 76 (41、35) 野寄 翼 御殿場市立原里小・6 87 (45、42)

神山 泰地 つくば市立手代木南小・5 76 (39、37) 大隅 龍之介 千葉市立大宮台小・5 87 (44、43)

須田 信乃介 古河市立小堤小・6 76 (39、37) 松澤 光春 川崎市立長沢小・5 87 (43、44)

亥飼 陽 日立市立滑川小・6 76 (38、38) 榎本 聖大 八潮市立中川小・6 87 (43、44)

小林 翔音 葛飾区立半田小・6 76 (38、38) 長谷川 瞬 川口市立青木北小・6 87 (42、45)

廣井 惇人 白井市立白井第三小・5 76 (37、39) 67 松本 大雅 藤沢市立鵠南小・6 88 (45、43)

常盤 和也 鹿沼市立東小・5 76 (36、40) 塩谷 佳司 笛吹市立富士見小・5 88 (43、45)

28 佐藤 快斗 さいたま市立土合小・6 77 (42、35) 山崎 咲寿 海老名市立社家小・4 88 (40、48)

中川 虎ノ介 水戸市立笠原小・6 77 (39、38) 70 間山 翔哉 文京区立駕籠町小・6 89 (45、44)

犬飼 泰我 伊東市立南小・6 77 (38、39) 川口 史 大田区立池上小・5 89 (44、45)

栗原 遥大 鶴ヶ島市立藤小・6 77 (38、39) 72 藤田 悠太郎 浜松市立気賀小・5 91 (44、47)

金森 渉真 柏市立風早北部小・5 77 (36、41) 73 椿 武仁 私立桐光学園小・5 95 (45、50)

33 片岡 謙 私立桐蔭学園小学部・6 78 (42、36) 棄権 川村 尚史 江東区立有明小・6

安孫子 大祐 宇都宮市立清原東小・6 78 (35、43)

35 鈴木 柚生 かすみがうら市立下稲吉小・6 79 (41、38)

下村 剛 江戸川区立篠崎第二小・6 79 (39、40)

柿澤 琢真 さいたま市立高砂小・6 79 (39、40)

星野 豪希 渋谷区立幡代小・6 79 (38、41)

39 井上 笑慈 伊勢崎市立あずま小・5 80 (42、38)

平城 豪大 柏市立柏第五小・5 80 (40、40)

平成29年度　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( 5,690Yards   Par 72 )

7月25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： 58名

出場： 57名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 川畑 優菜 富津市立佐貫小・6 68 (32、36) 小林 イリス 私立聖学院小・5 85 (43、42)

2 飯島 早織 水戸市立笠原小・6 69 (34、35) 柳下 百萌乃 千葉市立上の台小・5 85 (41、44)

3 上田 澪空 多摩市立東寺方小・6 71 (36、35) 須藤 みかな 中央区立月島第三小・4 85 (39、46)

伊藤 二花 小平市立花小金井小・6 71 (35、36) 44 中野 桜羽 坂戸市立上谷小・6 86 (42、44)

5 栗田 怜奈 船橋市立小栗原小・6 72 (35、37) 小泉 美雪 布施学校組合立布施小・6 86 (41、45)

6 馬場 咲希 日野市立仲田小・6 74 (37、37) 46 加藤 凛 加茂市立下条小・6 87 (46、41)

茶木 詩央 稲城市立稲城第四小・6 74 (36、38) 福原 和葉 高崎市立桜山小・6 87 (44、43)

8 小林 美優 市川市立中山小・6 75 (38、37) 小野田 寧々 伊勢崎市立宮郷小・6 87 (43、44)

松原 柊亜 鹿沼市立東小・5 75 (38、37) 大澤 好美 小諸市立坂の上小・5 87 (43、44)

鈴木 菜々美 国立千葉大学附属小・6 75 (36、39) 青木 莉沙 藤枝市立青島北小・6 87 (43、44)

11 手塚 彩馨 南アルプス市立白根源小・6 76 (41、35) 51 鈴木 陽菜 志木市立宗岡第四小・6 88 (50、38)

丸山 愛 富士市立伝法小・6 76 (40、36) 花田 涼奈 宇都宮市立宝木小・5 88 (44、44)

萩生田 みらん 川崎市立岡上小・5 76 (38、38) 篠田 麗 さいたま市立尾間木小・5 88 (42、46)

吉田 潔咲 桐生市立広沢小・6 88 (40、48)

西澤 香那 世田谷区立給田小・6 76 (38、38) 55 盛本 楓 相模原市立清新小・6 91 (40、51)

桑村 美穂 千葉市立宮崎小・6 76 (38、38) 56 丸山 舞 富士市立伝法小・6 93 (41、52)

西脇 真帆 小千谷市立小千谷小・5 76 (37、39) 57 窪田 光姫 長野市立南部小・4 103 (50、53)

17 小林 照菜 平塚市立岡崎小・6 77 (38、39) 欠場 遠藤 桂音 横須賀市立大津小・5

18 二宮 佳音 みどり市立笠懸北小・5 78 (40、38)

飯田 茜 真岡市立真岡東小・6 78 (40、38)

藤代 成実 八潮市立八幡小・6 78 (40、38)

小俣 柚葉 杉並区立桃井第三小・6 78 (39、39)

22 新地 真美夏 座間市立相模野小・4 79 (42、37)

宮城 葵 さいたま市立島小・6 79 (40、39)

須田 華帆 古河市立古河第六小・5 79 (39、40)

神山 結和 鹿沼市立北押原小・5 79 (38、41)

26 伊藤 美輝 私立トキワ松学園小・4 80 (40、40)

鈴木 能々子 足立区立鹿浜五色桜小・5 80 (39、41)

西山 知里 国立山梨大学附属小・6 80 (38、42)

29 安西 歩美 前橋市立大利根小・5 81 (41、40)

福住 あい 厚木市立南毛利小・6 81 (39、42)

清水 愛海香 千葉市立都賀小・6 81 (39、42)

32 國吉 愛良 千葉市立松ヶ丘小・4 82 (43、39)

大原 寧々 宇都宮市立晃宝小・5 82 (39、43)

鈴木 愛彩 江戸川区立一之江第二小・6 82 (39、43)

35 平山 奈那 匝瑳市立吉田小・6 83 (41、42)

金田 季来々 私立開智学園総合部小・6 83 (39、44)

37 間中 りょう 幸手市立八代小・5 84 (43、41)

佐山 凛 柏市立高田小・6 84 (43、41)

小林 みなみ 松戸市立貝の花小・5 84 (40、44)

40 窪島 渚紗 藤沢市立秋葉台小・6 85 (44、41)

平成29年度　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( 5,690Yards   Par 72 )

7月25日(火)

以上、全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 


