
 2022年 関東小学生ゴルフ大会 予選通過人数一覧 【 計:119名 】

① 関東小学生ゴルフ大会各都県ブロック予選通過者は、5月30日（月）10時00分～7月1日（金）17時00分までに、
　 KGAホームページより決勝のお申し込みをしてください。参加料は7月4日（月）までに選手氏名でお振り込みください。
　 詳細はKGAホームページにある関東小学生ゴルフ大会の「実施規定」をご確認ください。
② 予選通過者名はKGAホームページにて順次お知らせいたします。

ブロック 通過数 計:64名 計:55名

1 峯村 怜 安曇野市立豊科東小 6年 1 村田 芽依 長野市立通明小 6年

2 三浦 秀晴 飯綱町立牟礼小 6年 2 小山 真生 飯綱町立牟礼小 6年

3 助川 玲輔 茅野市立永明小 6年 3 飯山 希 茅野市立金沢小 5年

4 春原 夕真 長野市立三輪小 6年

5 中村 輔 松本市立明善小 5年

1 星野 泰輝 榛東村立北小 6年 1 中野 佳音 高崎市立中居小 6年

2 有賀 瑛一朗 高崎市片岡小 6年 2 高木 愛奈 伊勢崎市立赤堀小 5年

3 羽竜 瑠唯 新潟市立金津小 6年 3 柴崎 心杏 高崎市立京ケ島小 6年

4 辻 英恭 高崎市立上室田小 5年 4 赤尾 莉空 榛東村立南小 6年

1 冨田 真起明 白岡市立西小 6年 1 稲村 かぐや 川口市立安行東小 6年

2 才田 航希 さいたま市立浦和大里小 6年 2 小関 萌衣 和光市立新倉小 6年

3 宿利 龍アラン 私立開智小 4年 3 衣川 真夢 私立開智小 5年

4 関 夢生 私立星野学園小 6年 4 畑中 日葉莉 入間市立東町小 6年

5 清水 奏太 深谷市立西小 5年 5 海老澤 愛泉 坂戸市立桜小 6年

6 近重 怜奈 戸田市立美女木小 6年

7 中村 友里愛 新座市立野火止小 6年

8 斎藤 美雅 朝霞市立朝霞第七小 4年

1 須藤 樹 市原市立加茂学園小 6年 1 飯田 柚月 船橋市立金杉台小 6年

2 荒川 遼 江戸川学園取手小 6年 2 長峰 美桜 千葉市立北貝塚小 6年

3 須藤 はんと 柏市立酒井根小 5年 3 重原 純奈 市川市立幸小 6年

4 髙浦 維吹 袖ヶ浦市立昭和小 6年 4 山根 珊花 浦安市立明海小 5年

5 逢坂 巨希 四街道市立みそら小 6年 5 早崎 百合愛 千葉立白井小 5年

6 池田 烈琉 いすみ市立中根小 5年 6 髙橋 美衣 南房総市立富山小 5年

7 下﨑 蒼大 浦安市立南小 5年 7 稲葉 晴 柏市立富勢小 5年

8 藤田 優世 千葉市立本町小 6年 8 石井 花梨 南房総市立千倉小 6年

9 田中 周 千葉市立鶴沢小 6年 9 名取 桃花 千葉市立蘇我小 6年

1 戸髙 隆世 練馬区立石神井小 5年 1 ゴヒーン ソフィア 私立目黒星美学園小 6年

2 岡田 凛空 町田市立小山田小 5年 2 佐野 心咲 昭和女子大学附属昭和小 5年

3 小澤 優仁 府中市立第二小 5年 3 黒田 百花 品川区立芳水小 4年

4 綾部 成 千代田区立千代田小 6年 4 大栗 愛珠 私立品川インターナショナルスクール 4年

5 稲葉 輝海 青梅市立第三小 4年 5 長谷川 千遥 世田谷区立桜町小 6年

6 作家 来旺 日の出町立本宿小 5年 6 奥原 まゆ 甲府市立相川小 4年

7 宮本 悠空 町田市立南つくし野小 6年 7 石田 華愛 昭島市立成隣小 5年

8 阿部 成一郎 文京区立小日向台町小 4年

9 槙田 晶仁 早稲田実業学校初等部 6年

10 三神 宏翔 渋谷区立富ヶ谷小 6年

11 竹中 麻紗人 葛飾区立住吉小 6年

12 荒木 太智 港区立白金小 4年

13 平腰 孝明 板橋区立弥生小 5年

1 植田 三千慈 浜松市立蒲小 6年 1 石川 莉帆 富士市立富士川第二小 6年

2 井上 修志 御殿場市立御殿場南小 6年 2 松島 凜々香 三島市立長伏小 6年

3 瀬崎 颯太 富士市立富士南小 6年

4 大村 宥稀 浜松市立中郡小 6年

5 佐野 芳教 富士宮市立柚野小 5年

6 髙栁 天馬 湖西市市立東小 6年

神奈川ブロック 23名
◆6月26日（日）相模湖カントリークラブ　百合・藤コース◆

予選通過人数  13名 予選通過人数  10名

静岡ブロック 8名

◆5月8日（日）朝霧ジャンボリーゴルフクラブ　男子 甲斐・駿河コース　女子 駿河・富士コース◆

予選通過人数  6名 予選通過人数  2名

千葉ブロック 18名

◆5月4日（祝水）一の宮カントリークラブ　西コース◆

予選通過人数  9名 予選通過人数  9名

東京・山梨

　ブロック
20名

◆4月5日（火）　赤羽ゴルフ倶楽部◆

予選通過人数  13名 予選通過人数  7名

茨城ブロック 9名
◆6月18日（土）水戸レイクスカントリークラブ◆

予選通過人数  2名 予選通過人数  7名

埼玉ブロック 13名

◆5月3日（祝火）日高カントリークラブ　南・東コース◆

予選通過人数  5名 予選通過人数  8名

群馬・新潟

　ブロック
8名

◆5月8日（日）赤城ゴルフ倶楽部◆

予選通過人数  4名 予選通過人数  4名

栃木ブロック 12名
◆6月11日（土）宇都宮カンツリークラブ　北・中コース◆

予選通過人数  7名 予選通過人数  5名

令和4年5月27日

男子の部 女子の部

長野ブロック 8名

◆5月7日（土）信濃ゴルフ倶楽部◆

予選通過人数  5名 予選通過人数  3名


