
2021年 東京都ゴルフ連盟 小中学生ゴルフ大会【小学生女子の部】

会場： GMG八王子ゴルフ場( 5242Yards   Par 72 )

期日： 2021年8月17日(火)

エントリー： 5

出場： 5

ﾗﾝｸ 名前 所属 Total

1 佐野 心春 昭和女子大学付属昭和小学校・6 77（40・37）

2 西本 真優 世田谷区立二子玉川小学校・6 78（41・37）

3 佐野 心咲 昭和女子大学付属昭和小学校・4 78（40・38）

4 ゴヒーン ソフィア 目黒星美学園小学校・5 88（46・42）

5 石田 華愛 昭島市立成隣小学校・4 100（52・48）

2021年 東京都ゴルフ連盟 小中学生ゴルフ大会【小学生男子の部】

会場： GMG八王子ゴルフ場( 5242Yards   Par 72 )

期日： 2021年8月17日(火)

エントリー： 6

出場： 6

ﾗﾝｸ 名前 所属 Total

1 岡田 凛空 町田市立小山田小学校・4 72（35・37）

2 宮本 悠空 町田市立南つくし野小学校・5 83（41・42）

3 中屋 珀斗 八王子市立元八王子小学校･6 85（43・42）

4 妹尾 健生 東村山市立南台小学校・6 86（41・45）

5 江川 昴 江東区立第五大島小学校・6 90（44・46）

6 川上 文蔵 品川区立品川学園・5 102（48・54）



2021年 東京都ゴルフ連盟 小中学生ゴルフ大会【中学生女子の部】

会場： GMG八王子ゴルフ場( 6086Yards   Par 72 )

期日： 2021年8月17日(火)

エントリー： 15

出場： 12

ﾗﾝｸ 名前 所属 Total

1 伊藤 愛華 練馬区立貫井中学校・2 76（38・38）

2 夏川 琉衣 台東区立御徒町台東中学校・2 79（39・40）

3 澤端 沙輝 共立女子第二中学校・1 82（42・40）

4 太田 瞳 明治大学附属中野八王子中学校・2 83（45・38）

5 石井 真子 中央区立日本橋中学校・1 83（42・41）

6 山下 楓恋 町田市立南中学校・1 85（43・42）

7 青木 琉花 世田谷区立松沢中学校・3 87（46・41）

8 新井 小桃 大田区立東蒲中学校・2 88（43・45）

9 宮川 瑠杏 啓明学園中学校・2 94（49・45）

10 江川 みなみ 江東区立大島中学校・2 95（52・43）

11 徳光 さらら 明治大学附属中野八王子中学校・3 97（49・48）

12 千神 桃 町田市立町田第二中学校・1 105（56・49）

欠場 岩谷 楓花 練馬区立石神井西中学校・2

欠場 小柳津 美里 日本女子大学附属中学校・2

欠場 小山 萌々香 八王子市立楢原中学校・1



2021年 東京都ゴルフ連盟 小中学生ゴルフ大会【中学生男子の部】

会場： GMG八王子ゴルフ場( 6086Yards   Par 72 )

期日： 202１年8月17日(火)

エントリー： 29

出場： 25

ﾗﾝｸ 名前 所属 Total

1 清野 桜貴 八王子市立城山中学校・3 67（32・35）

2 中原 拓飛 明治大学附属中野八王子中学校・3 68（36・32）

3 関 翔汰 墨田区立文花中学校・3 69（35・34）

4 中山 怜音 立教新座中学校・1 70（41・29）

5 中山 真尋 立教池袋中学校・3 71（33・38）

6 石井 健梧 武蔵野大学中学校・2 75（38・37）

7 大久保 麻波浪 八王子市立みなみ野中学校・3 76（41・35）

8 中山 大生 成城学園中学校・2 79（40・39）

9 柳田 圭輝 あきる野市立秋多中学校・1 81（41・40）

10 成松 峻 西東京市立田無第三中学校・1 82（42・40）

11 山本 和真 八王子市立上柚木中学校・3 82（42・40）

12 弘田 脩太朗 桐朋中学校・3 82（41・41）

13 矢後 英俊 品川区立日野学園・1 84（42・42）

14 高屋 駿 大田区立大森第八中学校・2 85（47・38）

15 高橋 雅楽助 高輪中学校・2 86（45・41）

16 前田 隆之介 立教池袋中学校・2 87（42・45）

17 清水 悠太郎 早稲田実業学校中等部・3 88（44・44）

18 中島 大輔 立教池袋中学校・2 91（44・47）

19 廣井 湊都 立教池袋中学校・2 93（45・48）

20 ⾧谷川 拓斗 明治大学付属中野八王子中学校・3 95（47・48）

21 野村 興輝 明治大学付属中野八王子中学校・3 97（55・42）

22 岡 悠太郎 明治大学附属中野八王子中学校・3 98（48・50）

23 進藤 俊太朗 高輪中学校・2 100（50・50）

24 片岡 直樹 立教池袋中学校・2 102（54・48）

25 武藤 仁 立教池袋中学校・3 117（66・51）

欠場 宇田川 理茶度 葛飾区立青葉中学校・2

欠場 田中 天晴 明治大学付属中野中学校・3

欠場 疋田 大河 青梅市立第二中学校・3

欠場 松本 律太郎 開進第三中学校・2


