
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 


