
会場：

期日：

エントリー： 63名

出場： 58名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 須藤 樹 市原市立加茂学園小・6 68 (36、32) 41 田中 陵太 横浜市立上寺尾小・6 87 (44、43)

2 岡田 凛空 町田市立小山田小・5 73 (37、36) 42 村上 世夏 川崎市立南野川小・4 88 (43、45)

高浦 維吹 袖ヶ浦市立昭和小・6 73 (36、37) 43 羽竜 瑠唯 新潟市立金津小・6 89 (44、45)

4 峯村 怜 安曇野市立豊科東小・6 74 (35、39) 44 阿部 成一郎 文京区立小日向台町小・4 90 (47、43)

5 戸髙 隆世 練馬区立石神井小・5 75 (37、38) 助川 玲輔 茅野市立永明小・6 90 (43、47)

荒川 遼 私立江戸川学園取手小・6 75 (37、38) 46 石塚 全一郎 大磯町立大磯小・4 92 (46、46)

7 田中 周 千葉市立鶴沢小・6 76 (42、34) 石黒 偉士 逗子市立池子小・5 92 (46、46)

三浦 秀晴 飯綱町立牟礼小・6 76 (39、37) 辻 英恭 高崎市立上室田小・5 92 (43、49)

逢坂 巨希 四街道市立みそら小・6 76 (38、38) 49 山川 泰董 宇都宮市立岡本北小・4 93 (46、47)

10 小澤 優仁 府中市立第二小・5 77 (39、38) 50 佐野 芳教 富士宮市立柚野小・5 94 (47、47)

藤森 圭 私立桐蔭学園小・6 77 (38、39) 晝間 心大 横浜市立獅子ヶ谷小・6 94 (46、48)

12 宿利 龍アラン 私立開智小・4 78 (40、38) 清水 奏太 深谷市立西小・5 94 (46、48)

春原 夕真 長野市立三輪小・6 78 (40、38) 53 高原 虎二郎 平塚市立旭小・6 95 (46、49)

池田 烈琉 いすみ市立中根小・5 78 (40、38) 54 西村 優辰 横浜市立吉原小・4 96 (53、43)

冨田 真起明 白岡市立西小・6 78 (40、38) 大村 宥稀 浜松市立中郡小・6 96 (47、49)

竹中 麻紗人 葛飾区立住吉小・6 78 (36、42) 56 平腰 孝明 板橋区立弥生小・5 102 (48、54)

57 村井 悠眞 相模原市立大野台中央小・5 104 (52、52)

17 植田 三千慈 浜松市立蒲小・6 79 (42、37) 58 中村 輔 松本市立明善小・5 106 (56、50)

藤田 優世 千葉市立本町小・6 79 (41、38) 欠場 瀬崎 颯太 富士市立富士南小・6

星野 泰輝 榛東村立北小・6 79 (40、39) 欠場 綾部 成 千代田区立千代田小・6

20 粂谷 莉央 栃木市立栃木第三小・6 80 (40、40) 欠場 小林 豪兼 松田町立松田小・5

須藤 はんと 柏市立酒井根小・5 80 (39、41) 欠場 髙栁 天馬 湖西市立東小・6

22 岡安 悠稀 宇都宮市立戸祭小・5 81 (43、38) 欠場 宮本 悠空 町田市立南つくし野小・6

小筆 一颯 那須塩原市立埼玉小・4 81 (43、38)

有賀 瑛一朗 高崎市片岡小・6 81 (42、39)

下﨑 蒼大 浦安市立南小・5 81 (40、41)

タニダ ジュリアン 私立インターナショナルスクール・5 81 (39、42)

稲葉 輝海 青梅市立第三小・4 81 (38、43)

28 作家 来旺 日の出町立本宿小・5 82 (42、40)

山﨑 絆太 海老名市立社家小・5 82 (40、42)

槙田 晶仁 私立早稲田実業学校初・6 82 (39、43)

31 井上 修志 御殿場市立御殿場南小・6 83 (45、38)

32 藤本 彪矢 横浜市立緑小・6 84 (46、38)

西村 優虎 横浜市立吉原小・6 84 (43、41)

菊地 帝牙 宇都宮市立宝木小・6 84 (43、41)

関 奏弥 石岡市立石岡小・4 84 (42、42)

36 才田 航希 さいたま市立浦和大里小・6 85 (44、41)

飛毛 青汰狼 筑西市立新治小・6 85 (43、42)

関 夢生 私立星野学園小・6 85 (42、43)

39 薄井 桜駕 那珂川町立馬頭小・4 86 (44、42)

荒木 太智 港区立白金小・4 86 (41、45)

森永高滝カントリー倶楽部( 5,753Yards   Par 72 )

2022年 関東小学生ゴルフ大会決勝(男子)

7月26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： 50名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 長峰 美桜 千葉市立北貝塚小・6 71 (37、34) 41 石川 莉帆 富士市立富士川第二小・6 95 (48、47)

2 境 美玲 江東区立有明西学園小・6 73 (36、37) 阿部 歩望 横浜市立稲荷台小・4 95 (46、49)

安西 美空 つくば市立東小・6 73 (36、37) 石田 華愛 昭島市立成隣小・5 95 (45、50)

4 飯田 柚月 船橋市立金杉台小・6 74 (38、36) 石井 花梨 南房総市立千倉小・6 95 (41、54)

衣川 真夢 私立開智小・5 74 (36、38) 45 飯山 希 茅野市立金沢小・5 96 (49、47)

水沼 茉子 宇都宮市立横川西小・6 74 (35、39) 46 高木 愛奈 伊勢崎市立赤堀小・5 97 (48、49)

7 稲村 かぐや 川口市立安行東小・6 75 (38、37) 47 赤尾 莉空 榛東村立南小・6 98 (50、48)

佐野 心咲 私立昭和女子大附属昭和小・5 75 (38、37) 48 松島 凜々香 三島市立長伏小・6 101 (52、49)

村田 芽依 長野市立通明小・6 75 (36、39) 49 柴崎 心杏 高崎市立京ケ島小・6 103 (52、51)

10 近重 怜奈 戸田市立美女木小・6 77 (40、37) 50 小山 真生 飯綱町立牟礼小・6 105 (50、55)

11 高木 杏衣 土浦市立中村小・6 78 (39、39) 欠場 宇津木 さやか 私立開智望小・5

海老澤 愛泉 坂戸市立桜小・6 78 (38、40) 欠場 長谷川 千遥 世田谷区立桜町小・6

欠場 名取 桃花 千葉市立蘇我小・6

13 箕田 吏那 小美玉市立羽鳥小・6 79 (39、40) 欠場 黒田 百花 品川区立芳水小・4

稲葉 晴 柏市立富勢小・5 79 (38、41)

15 小関 萌衣 和光市立新倉小・6 80 (41、39)

今枝 綾音 横浜市立茅ヶ崎東小・6 80 (41、39)

浅井 三琴 横浜市立西寺尾小・6 80 (41、39)

畑中 日葉莉 入間市立東町小・6 80 (41、39)

重原 純奈 市川市立幸小・6 80 (40、40)

20 西澤 美杏 横浜市立みなとみらい本町小・6 81 (42、39)

高橋 美衣 南房総市立富山小・5 81 (39、42)

22 金城 あんな 川崎市立久末小・4 82 (43、39)

磯崎 玲杏 水戸市立緑岡小・6 82 (41、41)

24 ゴヒーン ソフィア 私立目黒星美学園小・6 83 (44、39)

斎藤 美雅 朝霞市立朝霞第七小・4 83 (43、40)

26 中村 友里愛 新座市立野火止小・6 84 (41、43)

27 大栗 愛珠 私立品川インターナショナルスクール・4 85 (41、44)

28 清水 莉都 横浜市立稲荷台小・5 86 (43、43)

吉永 芽育 栃木市立大平東小・4 86 (42、44)

30 片倉 紗心 横浜市立新石川小・4 87 (42、45)

新井 瑠華 横須賀市立富士見小・6 87 (41、46)

32 大金 夏美 那珂川町立馬頭東小・6 88 (44、44)

33 吉永 茉奈 栃木市立太平東小・6 89 (46、43)

渡邉 海向 宇都宮市立清原東小・5 89 (45、44)

35 鈴木 楓香 大和市立深見小・4 90 (46、44)

36 金森 悦子 那珂市立瓜連小・4 91 (46、45)

37 山根 珊花 浦安市立明海小・5 92 (47、45)

早崎 百合愛 千葉立白井小・5 92 (45、47)

三井 莉瑚 川崎市立大谷戸小・4 92 (44、48)

40 中野 佳音 高崎市立中居小・6 93 (45、48)

森永高滝カントリー倶楽部( 5,753Yards   Par 72 )

2022年 関東小学生ゴルフ大会決勝(女子)

7月26日(火)

以上、全国小学生ゴルフ大会出場有資格選手 


