
会場：

期日：
エントリー： 61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 根本 悠誠 市原市立加茂学園・6 62 (31、31) 41 髙橋 海翔 渋谷区立笹塚小・6 87 (44、43)

2 島田 楽生人 伊勢崎市立豊受小・6 70 (36、34) 下﨑 蒼大 浦安市立南小・4 87 (42、45)

西山 修生 国立山梨大学附属小・6 70 (36、34) 43 岡安 悠稀 宇都宮市立戸祭小・4 88 (46、42)

翁 浩宇 横浜市立平安小・6 70 (34、36) 春川 雄亮 つくば市立茎崎第一小・6 88 (46、42)

5 沖田 雫 佐倉市立井野小・6 71 (35、36) 45 國府田 悠太 渋谷区立幡代小・6 89 (48、41)

6 戸村 空汰 川越市立霞ケ関南小・6 72 (37、35) 関 夢生 私立星野学園小・5 89 (45、44)

荒川 遼 私立江戸川学園取手小・5 72 (36、36) 坂倉 拓未 川崎市立橘小・6 89 (44、45)

片野 貫一朗 松戸市立東部小・6 72 (36、36) 清水 悠雅 小平市立小平第十五小・6 89 (44、45)

9 綾部 成 千代田区立千代田小・5 74 (39、35) 49 粂谷 莉央 栃木市立栃木第三小・5 90 (44、46)

八木沢 迦音 水戸市立笠原小・6 74 (38、36) 50 藤森 圭 私立桐蔭学園小・5 92 (48、44)

山崎 暖真 板橋区立富士見台小・6 74 (36、38) 才田 航希 さいたま市立浦和大里小・5 92 (47、45)

12 依田 悠誠 軽井沢町立軽井沢中部小・6 75 (38、37) 竹下 澪 私立ホライゾンインターナショナル小・6 92 (44、48)

東 路敏 熊谷市立大幡小・6 75 (36、39) 53 鈴木 平羅 文京区立汐見小・6 93 (48、45)

14 春原 夕真 長野市立三輪小・5 76 (39、37) 54 中林 惺磨 浜松市立大平台小・6 94 (46、48)

作家 叶真 日の出町立本宿小・6 76 (38、38) 55 飛毛 青汰狼 筑西市立新治小・5 95 (45、50)

16 高浦 維吹 袖ヶ浦市立昭和小・5 77 (40、37) 56 植田 三千慈 浜松市立蒲小・5 96 (45、51)

須藤 樹 市原立加茂学園小・5 77 (39、38) 57 晝間 心大 横浜市立獅子ケ谷小・5 99 (51、48)

欠場 松本 孝次郎 練馬区立開進第三小・6

18 林田 遼汰 熊谷市立妻沼南小・6 78 (44、34) 欠場 三浦 秀晴 飯綱町立牟礼小・5

星野 煌貴 榛東村立北小・6 78 (41、37) 欠場 井上 修志 御殿場市立御殿場南小・5

今田 昌也 東村山市立北山小・6 78 (40、38) 欠場 米澤 祐太朗 浜松市立広沢小・5

小澤 優仁 府中市立府中第二小・4 78 (37、41)

22 渡辺 優名利 宇都宮市立瑞穂野南小・6 79 (41、38)

峯村 怜 安曇野市立豊科東小・5 79 (40、39)

西田 吏玖 太田市立宝泉小・6 79 (37、42)

25 向井 龍真 厚木市立小鮎小・6 80 (40、40)

大久保 友貴 私立千葉日大第一小・6 80 (40、40)

高島 琉 私立さとえ学園小・6 80 (40、40)

28 天野 季一 国立山梨大学附属小・6 81 (43、38)

藤田 優世 千葉市立本町小・5 81 (42、39)

駒澤 一心 大和市立大和東小・6 81 (42、39)

森田 大悟 国立宇都宮大共同教育学部付属小・6 81 (40、41)

32 池田 烈琉 いすみ市立中根小・4 82 (42、40)

逢坂 巨希 四街道市立みそら小・5 82 (41、41)

34 山﨑 絆太 海老名市立社家小・4 83 (44、39)

35 神永 直輝 大田区立北糀谷小・6 84 (42、42)

作家 来旺 日の出町立本宿小・4 84 (42、42)

鈴木 星那 浜松市立光明小・6 84 (40、44)

星野 泰輝 榛東村立北小・5 84 (40、44)

39 豊山 和樹 習志野市立屋敷小・6 85 (43、42)

廣井 崚介 白井市立白井第三小・5 85 (41、44)

宍戸ヒルズカントリークラブ　東コース( 5,683Yards   Par 72 )

2021年 関東小学生ゴルフ大会決勝(男子)

8月17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： 54名

出場： 54名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 荻原 すいみ 深谷市立明戸小・6 71 (35、36) 41 浅羽 真菜美 習志野市立大久保東小・6 87 (48、39)

2 藤本 華 習志野市立谷津小・6 72 (35、37) 磯崎 玲杏 水戸市立緑岡小・5 87 (45、42)

3 西脇 優衣 小千谷市立小千谷小・6 74 (38、36) 畠山 みくる 大和市立北大和小・6 87 (42、45)

4 渡部 琴 私立東京ウエストインターナショナル小・6 75 (39、36) 44 岩佐 莉々子 山中湖村立山中小・6 88 (44、44)

黒須 愛生 宇都宮市立富士見小・6 75 (38、37) 西澤 美杏 横浜市立みなとみらい本町小・5 88 (43、45)

境 美玲 江東区立有明西学園小・5 75 (37、38) 46 山崎 はな 葛飾区立清和小・6 90 (45、45)

長峰 真央 千葉市立北貝塚小・6 75 (36、39) 47 高木 杏衣 土浦市立中村小・5 91 (44、47)

8 鈴木 めい 山武市立松尾小・6 76 (39、37) 48 宇津木 さやか 私立開智望小・4 92 (48、44)

土屋 オードリー 那須塩原市立三島小・6 76 (38、38) 河原崎 優月 静岡市立竜南小・6 92 (48、44)

10 加藤 舞桜 足立区立鹿浜五色桜小・6 77 (39、38) 50 井野上 蓮美 富士宮市立北山小・6 93 (49、44)

仁科 優花 千葉市立美浜打瀬小・6 77 (38、39) 51 張 芯ずい 私立東京都市大学付属小・5 95 (47、48)

永井 夢亜 御宿町立御宿小・6 77 (38、39) 52 谷田部 香子 国立茨城大教育学部付属小・6 101 (52、49)

53 佐野 二葉 富士宮市立貴船小・6 106 (50、56)

13 畑中 日葉莉 入間市立東町小・5 78 (41、37) 54 鯨岡 美百合 私立清泉インターナショナルスクール小・6 112 (53、59)

佐藤 陽花 西東京市立栄小・6 78 (41、37)

15 小口 満里奈 岡谷市立岡谷田中小・6 79 (40、39)

戸張 美音 川﨑市立東高津小・6 79 (39、40)

横田 ここる 富岡市立吉田小・6 79 (38、41)

18 安西 美空 つくば市立つくば東小・5 80 (43、37)

村田 芽依 長野市立通明小・5 80 (41、39)

稲村 かぐや 川口市立安行東小・5 80 (38、42)

21 三神 凛果 松戸市立松飛台第二小・6 81 (42、39)

眞木 渚 鴨川市立江見小・6 81 (41、40)

端無 くるみ 所沢市立柳瀬小・6 81 (41、40)

衣川 真唯 私立開智小・6 81 (41、40)

岡田 麻愛 藤沢市立大道小・6 81 (40、41)

箕田 吏那 小美玉市立羽鳥小・5 81 (40、41)

27 鈴木 花風 白井市立清水口小・6 82 (42、40)

中野 彩葉 さいたま市立大谷場東小・6 82 (40、42)

髙橋 彩夢 浦安市立日の出南小・6 82 (37、45)

30 海老澤 愛泉 坂戸市立桜小・5 83 (44、39)

仲山 真珠子 牛久市立ひたち野うしく小・6 83 (43、40)

染宮 凛々子 私立西武学園文理小・6 83 (42、41)

飯田 柚月 船橋市立金杉台小・5 83 (42、41)

大久保 花 燕市立吉田南小・6 83 (42、41)

35 長峰 美桜 千葉市立北貝塚小・5 84 (41、43)

金子 綺良 桐生市立川内小・6 84 (41、43)

37 小関 萌衣 和光市立新倉小・5 85 (45、40)

山口 璃乃 横浜市立平沼小・6 85 (41、44)

水沼 茉子 宇都宮市立横川西小・5 85 (41、44)

40 豊嶋 汐南 前橋市立宮城小・5 86 (41、45)

宍戸ヒルズカントリークラブ　東コース( 5,683Yards   Par 72 )

2021年 関東小学生ゴルフ大会決勝(女子)

8月17日(火)

以上、全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 


