
＜アウト（二の丸）スタート＞女子の部

組 時間 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年

小野寺瞳月 半澤かんな 佐藤　涼音 五月女愛來
オノデラ　ミツキ ハンザワ カンナ サトウ リノ ソウトメ アイク

黒木　夢 信藤　希 神道　優奈 山下　萌寧
クロキ ユメ ノブトウ　ノゾミ シンドウ ユウナ ヤマシタ モネ

林　愛輝美 高垣　柚月 エズデンシちなさ テイラー芹奈
ハヤシ アキミ タカガキ ユヅキ エズデンシ　チナサ テイラー セリナ

窪田　沙羅 佐々木花虹 永山　藍生 長野　莉奈
クボタ　サラ ササキ ハナコ ナガヤマ アイ ナガノ リナ

◎小田　祐夕 山下　微 金谷　希優 阿慶田愛月
オダ ユウユ ヤマシタ ホホ カナヤ　キヒロ アゲダ アツキ

月宮　一果 伊藤　柚葵 中澤　紗来 福田　美来
ツキミヤ　イチカ イトウ　ユズキ ナカザワ サラ フクダ ミクル

前川　実桜 西本　世蘭 永井　夢亜 伊藤せあら
マエガワ ミオ ニシモト セラン ナガイ ユメア イトウ　セアラ

長岡　真穂 清藤　羽琉 池上　桃子 廣吉優梨菜
ナガオカ マオ セイトウ　ハル イケガミ　モモコ ヒロヨシ ユリナ

◎戸髙　玲奈 吉川　采香 井上　來虹 林　香里菜
トダカ レイナ キッカワ アヤカ イノウエ ラニイ ハヤシ　カリナ

◎赤松　美波 江坂　実桜 臼田　藍 中村　桃瑳
アカマツ ミナミ エサカ　ミオ ウスダ アイ ナカムラ　モモサ

◎萩原　彩 長峰　真央 川部　日向 松本　陽愛
ハギワラ　アヤ ナガミネ マオ カワベ ヒナタ マツモト ヒヨリ

◎中山　凜花 原田　桃 橋本　ゆう 岩永　杏奈
ナカヤマ　リンカ ハラダ　モモ ハシモト ユウ イワナガ　アンナ

◎寺本　朱利 丸山　夏蓮 児玉　桃 片岡彩実里
テラモト アカリ マルヤマ　カレン コダマ モモ カタオカ アミリ

◎根田　うの 佐藤　夕葵 仁科　優花 華 　卓逸
ネダ　ウノ サトウ ユウリ ニシナ ユウカ ハナ タクイツ

◎丸尾　海七 井上　翠唯 加藤　舞桜 本村　紅音
マルオ シイナ イノウエ スイ カトウ　マオ モトムラ アカネ

西村　雛 林田　万輪 本村　彩歌 藤本　華
ニシムラ　ヒナ ハヤシダ マリン モトムラ アヤカ フジモト ハナ

加藤　輝月 杉田　琉羽 内田　心菜 小山萌々香
カトウ キヅキ スギタ ルウ ウチダ　ココナ コヤマ モモカ

龍本　奈月 徳重　藍 高村　仁香 杉本　奈央
タツモト ナツキ トクシゲ アオ タカムラ ニコ スギモト ナオ

＜イン（三の丸）スタート＞男子の部

組 時間 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年 選手名 都道府県 学校名 学年

東中　源 上田　涼真 大町晋太郎 平尾　翔
ヒガシナカ　ゲン ウエダ　リョウマ オオマチ シンタロウ ヒラオ カケル

矢野　瑞樹 片野貫一朗 戸村　空汰 川口　晃佑
ヤノ ミズキ カタノ カンイチロウ トムラ ソウタ カワグチ コウスケ

呉屋　陽星 露谷　斗真 花田幸之助 山田龍之介
ゴヤ ヨウセイ ツユタニ トウマ ハナダ コウノスケ ヤマダ リュウノスケ

石川　裕盛 福井誇多郎 與儀　夢 中川　陽向
イシカワ ユウセイ フクイ コタロウ ヨギ ユメ ナカガワ　ヒナタ

松本瞬乃介 小川琥太郎 大久保友貴 鈴木　蓮央
マツモト シュンノスケ オガワ コタロウ オオクボ ユウキ スズキ　レオ

岡田健太郎 前田　哲宏 伊東　海太 柳田　圭輝
オカダ　ケンタロウ マエダ テツヒロ イトウ シイタ ヤナギダ ヨシキ

織田　瑛太 森下　雅頌 森　　春喜 仙澤　綾人
オダ エイタ モリシタ マサノブ モリ　ハルキ センザワ アヤト

長崎　大星 石口　寛樹 高木　暢仁 武井　大也
ナガサキ タイセイ イシグチ ヒロキ タカギ　マサト タケイ ダイヤ

◎塩谷凜太郎 大西　晃盟 廣木　直翔 斎藤　旬一
シオヤ リンタロウ オオニシ コウメイ ヒロキ ナオト サイトウ シュンイチ

◎平星　颯真 塩田　星 八木沢迦音 石田　剛士
ヒラボシ ソウマ シオタ ヒカル ヤギサワ カイオン イシダ ツヨシ

◎岡　幸樹 東恩納昊貴 梅田　琉偉 宮田　悠平
オカ コウキ ヒガシオンナ コウキ ウメダ　ルイ ミヤタ ユウヘイ

◎松山　茉生 佐々木心音 水沼　勇太 森崎佑之介
マツヤマ　マオ ササキ コトネ ミズヌマ　ユウタ モリサキ ユウノスケ

◎道上　嵩琉 岩井　礼歩 山本　武蔵 渡邉　日向
ミチウエ タケル イワイ レフ ヤマモト ムサシ ワタナベ ヒナタ

◎山名悠太郎 山崎　義也 福田　翔太 沖田　雫
ヤマナ ユウタロウ ヤマサキ ヨシヤ フクダ ショウタ オキタ　シズク

◎穴井　伸直 根本　悠誠 高柳　大河 佐藤　日向
アナイ ノブナオ ネモト　ユウマ タカヤナギ　タイガ サトウ ヒナタ

木村　塁 島田楽生人 呉　越謙 髙田英太郎
キムラ ルイ シマダ ライト ゴ エツノリ タカタ エイタロウ

金澤　和夢 石田彦一朗 中山　智晴 小野　駿
カナザワ ナゴム イシダ ヒコイチロウ ナカヤマ　トモハル オノ シュン

中山　怜音 清本　貴秀 澤本雄一朗 田中　優成
ナカヤマ レオト キヨモト　タカヒデ サワモト ユウイチロウ タナカ ユウセイ

⑥

令和2年度(第14回)全国小学生ゴルフ春季大会

主催：スポーツニッポン新聞社　　　　　日時：2021年3月30日(火)
会場：烏山城カントリークラブ

1 7:30 北海道 桑園 ⑥ 福島 長瀬 ⑥

宮崎 大王谷学園 ⑥ 三重

兵庫 中筋 ⑤ 栃木 国府北

岐阜 岐阜大教付 ⑥ 大阪 関西学院OIS ⑤

難波 ④

3 7:48 千葉 小室 ⑥ 鳥取 城北 ④

千里ケ丘 ⑥ 福岡 西高宮 ⑥ 兵庫2 7:39

⑥

緑が丘東 ⑤

5 8:06 山口 深川 ⑤ 香川 西部 ⑥

御津南 ④ 福岡 池田 ⑤ 兵庫4 7:57 山梨 駿台甲府 ⑥ 岡山

北海道 厚別西 ⑥ 岐阜

愛知 下志段味 ⑥ 沖縄 東

千葉 御宿 ⑤ 愛知 香久山 ⑥

天満南 ⑤

7 8:24 徳島 富岡 ⑤ 大阪 豊川南 ⑥

岐南東 ⑤ 埼玉 朝霞二 ⑥ 兵庫6 8:15

⑤

折尾東 ⑤

9 8:42 東京 石神井 ⑥ 大阪 野里 ⑥

牧園 ⑥ 愛知 大治西 ⑥ 福岡8 8:33 大阪 東忠岡 ⑥ 千葉

和歌山 港 ⑥ 三重

福岡 上陽北汭学園 ⑥ 岐阜 鵜沼一

大分 鴛野 ⑤ 和歌山 田殿 ⑥

広陵北 ⑥

11 9:00 徳島 藍住北 ⑤ 千葉 北貝塚 ⑤

一身田 ⑥ 群馬 寺尾 ⑥ 奈良10 8:51

⑥

塚口 ⑥

13 9:18 宮城 寺岡 ⑤ 愛知 西浦 ⑥

鵠洋 ⑥ 福岡 日の里西 ⑤ 兵庫12 9:09 愛知 小幡北 ⑥ 神奈川

北海道 大曲東 ⑥ 岡山

滋賀 日栄 ⑤ 宮崎 大塚

東京 鹿浜五色桜 ⑤ 兵庫 小浜 ④

小倉中央 ⑥

15 9:36 宮崎 宮崎南 ⑥ 岡山 妹尾 ⑤

出部 ④ 千葉 美浜打瀬 ⑤ 福岡14 9:27

⑥

谷津 ⑤

17 9:54 宮城 佐沼 ⑥ 京都 七条三 ⑥

西合志南 ⑥ 兵庫 小浜 ② 千葉16 9:45 岐阜 大垣東 ⑥ 熊本

広島 安 ⑥ 大分

愛知 岡崎山中 ⑥ 東京 楢原

福岡 舞鶴 ⑤ 広島 呉中央 ⑥

苅田 ⑤

1 7:30 北海道 大倉山 ⑥ 愛知 木曽川西 ⑥

明治北 ⑥ 神奈川 森村学園初等部 ⑥ 大阪18 10:03

⑥

金城 ⑥

3 7:48 沖縄 北美 ⑥ 高知 一宮東 ⑤

松戸東部 ⑤ 埼玉 霞ケ関南 ⑤ 滋賀2 7:39 徳島 千松 ⑥ 千葉

北海道 札苗北 ⑥ 大阪

福岡 筒井 ⑤ 兵庫 立花西

千葉 千葉日大一 ⑤ 愛知 吉田方 ⑥

大野 ⑥

5 8:06 広島 大町 ⑥ 大阪 交北 ⑥

緑ヶ丘 ④ 沖縄 東風平 ⑤ 岐阜4 7:57

⑥

多西 ⑥

7 8:24 宮城 宮城教育大附 ④ 兵庫 甲南 ⑤

関西国際学園初等部 ④ 大分 吉野 ⑥ 東京6 8:15 三重 安東 ⑤ 兵庫

宮崎 住吉南 ⑤ 奈良

愛知 港西 ⑥ 山梨 玉穂南

佐賀 神埼 ④ 栃木 三島 ⑥

笠懸 ⑥

9 8:42 福島 松川 ⑥ 兵庫 兵庫教育大附 ⑥

大正 ⑤ 石川 金沢緑 ⑥ 群馬8 8:33

⑥

師勝 ⑤

11 9:00 島根 四絡 ⑥ 沖縄 普天間二 ⑥

梅小路 ⑤ 東京 本木 ⑤ 愛知10 8:51 香川 林 ⑤ 京都

愛知 白沢 ⑥ 鹿児島

愛知 愛知教育大附 ⑥ 大阪 山田二

福岡 大野南 ⑥ 栃木 清原東 ⑥

平野西 ⑤

13 9:18 兵庫 渦ヶ森 ⑤ 新潟 小出 ⑥

国分南 ⑥ 栃木 横川西 ⑥ 大阪12 9:09

⑥

井野 ⑤

15 9:36 大分 大分大附 ⑥ 千葉 加茂学園 ⑤

杷木 ⑥ 兵庫 天満南 ② 千葉14 9:27 北海道 厚別通 ⑥ 福岡

大阪 関西学院OIS ⑤ 群馬

愛知 相原 ③ 岡山 出部

愛知 連尺 ⑥ 大阪 西南 ⑥

勝田東 ⑤

17 9:54 長野 水明 ⑥ 宮城 黒松 ⑤

豊受 ⑤ 福岡 長住 ⑥ 岡山16 9:45

桃園 ④

※組み合わせは、欠席などにより変更になる場合がある。

◎は地区大会優勝選手

向山 ⑥ 和歌山 渋田 ⑥ 京都18 10:03 東京 立教 ⑥ 愛知


