
会場：

期日：

エントリー： 63名

出場： 60名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 小川 詠次郎 開志学園高・3 64 (34、30) 金子 凌之 東京都立保谷高・2 81 (38、43)

2 羽藤 勇司 千葉学芸高・2 67 (34、33) 新木 衛 堀越高・1 81 (38、43)

3 長澤 奨 星槎国際高・3 70 (37、33) 44 小澤 玲央 鹿島学園高・2 82 (42、40)

4 工藤 黎 作新学院高・2 71 (37、34) 大和 武尊 杉並学院高・1 82 (40、42)

5 上野 晃紀 千葉学芸高・3 72 (35、37) 46 佐藤 雄紀 飛鳥未来高・3 83 (44、39)

岡田 大輔 浜松日体高・1 72 (35、37) 福田 圭佑 千葉県立印旛明誠高・1 83 (44、39)

堀越 勘太 鹿島学園高・1 72 (35、37) 中 志哉 杉並学院高・3 83 (41、42)

8 阿部 俊介 明大中野高・2 73 (38、35) 礒邉 友樹 千葉日大第一高・2 83 (40、43)

中村 鎌大 松本秀峰高・3 73 (38、35) 横田 光 千葉県立印旛明誠高・2 83 (38、45)

平本 尚吾 拓殖大学紅陵高・3 73 (37、36) 51 早瀬 瑛太 千葉県立印旛明誠高・2 84 (45、39)

宗形 啓吾 埼玉栄高・2 73 (37、36) 52 岩佐 樹里哉 東京都立白鴎高・3 85 (43、42)

照沼 純平 千葉日大第一高・3 73 (36、37) 松岡 展也 足立学園高・3 85 (40、45)

岡部 雄斗 佐野日本大学高・2 73 (35、38) 54 横山 隆乃助 杉並学院高・1 86 (45、41)

藤原 実輝 埼玉西武台高・1 73 (35、38) 土田 伊吹 埼玉栄高・1 86 (42、44)

生駒 怜児 拓殖大学紅陵高・2 73 (34、39) 大森 健人 千葉日大第一高・1 86 (41、45)

16 長崎 拓実 千葉学芸高・3 74 (40、34) 57 渕上 太雅 東海大学菅生高・1 87 (45、42)

朝日向 翼 鹿島学園高・1 74 (38、36) 58 加藤 将 茗溪学園高・1 94 (51、43)

18 五十嵐 将矢 新潟産業大学附属高・1 75 (38、37) 59 守谷 瑠偉 埼玉栄高・3 98 (48、50)

一ノ瀬 秀都 作新学院高・2 75 (38、37) 60 廣瀬 レオ 日本大学第一高・1 111 (48、63)

大吉 友輝 鹿島学園高・1 75 (36、39) 欠場 飯島 健之恭 日本ウェルネス高・2

21 井上 賢人 日出高・2 76 (38、38) 欠場 三浦 大河 代々木高・3

守谷 玲雄 埼玉栄高・1 76 (37、39) 欠場 恩田 拓哉 日出高・3

23 新井 淳 埼玉栄高・3 77 (41、36)

大橋 星南 日本大学第一高・1 77 (40、37)

長倉 聖弥 慶應志木高・1 77 (39、38)

神谷 健太 水城高・3 77 (38、39)

會田 新之介 駒場学園高・2 77 (37、40)

田辺 隆一 駒場学園高・1 77 (37、40)

29 高橋 海仁 駒場学園高・3 78 (38、40)

平川 諒 駒場学園高・3 78 (37、41)

菊嶋 勇次 拓殖大学紅陵高・1 78 (37、41)

32 佐藤 譲 千葉県立千葉北高・2 79 (42、37)

高橋 怜央 早稲田実業高・1 79 (41、38)

馬場 裕康 明大中野八王子高・1 79 (40、39)

35 川上 猛鳴 堀越高・1 80 (42、38)

澁澤 克海 埼玉県立正智深谷高・3 80 (41、39)

加藤 剛 茗渓学園高・3 80 (36、44)

38 小紫 陸 杉並学院高・3 81 (42、39)

松岡 優太朗 千葉学芸高・2 81 (41、40)

石毛 一輝 千葉県立印旛明誠高・1 81 (41、40)

黒川 大輝 狭山ヶ丘高・2 81 (39、42)

カレドニアン・ゴルフクラブ( 6720Yards   Par 72 )

平成27年度　KGA杯 ジュニアゴルフ大会 男子15歳～17歳の部

8月17日(月)



会場：

期日：

エントリー： 51名

出場： 47名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 高梨 涼介 安田学園中・3 69 (34、35) 魚住 海斗 成城学園中・1 89 (43、46)

2 井坪 佑介 埼玉栄中・3 73 (39、34) 43 新田 航大 杉並学院中・2 90 (46、44)

佐藤 卓郎 世田谷区立烏山中・1 73 (34、39) 44 岩舘 輝 河内町立金江津中・3 92 (46、46)

4 水野 陽稀 多摩大学附属聖ヶ丘中・3 74 (39、35) 45 秋田 青空 川崎市立東橘中・2 96 (47、49)

5 石崎 拓海 埼玉栄中・2 75 (40、35) 46 中西 圭 杉並学院中・2 98 (47、51)

古賀 浩輝 我孫子市立我孫子中・3 75 (38、37) 47 宮原 光 足立区立第十三中・2 110 (60、50)

7 佐々木 愁也 世田谷区立瀬田中・3 76 (40、36) 欠場 石森 健太郎 さいたま市立泰平中・2

佐藤 壱洸 桐光学園中・3 76 (39、37) 欠場 堀内 太陽 早稲田大学高等学院中・2

9 倉持 翔 石岡市立石岡中・3 77 (39、38) 欠場 鈴木 雄太 埼玉栄中・1

百岳 将希 富津市立富津中・3 77 (38、39) 欠場 鈴木 叶夢 みどり市立笠懸中・1

11 東城 幸翼 富士川町立増穂中・1 78 (40、38)

片桐 悠佑 埼玉栄中・2 78 (40、38)

鄭 優星 千葉市立千城台西中・1 78 (39、39)

野崎 晃聖 桐蔭学園中・2 78 (38、40)

野村 匠 埼玉埼玉栄中・3 78 (37、41)

16 長野 京介 群馬国際アカデミー中・3 79 (41、38)

千羽 祐介 藤枝市立青島北中・3 79 (37、42)

18 加瀬 瑞希 旭市立第一中・1 80 (40、40)

富永 龍輝 茨城県鉾田市立旭中・1 80 (39、41)

田村 将人 横浜市立富岡中・3 80 (38、42)

塚原 悠介 足立区立第九中・2 80 (38、42)

22 前田 知紀 市原市立南総中・3 81 (45、36)

坂内 勇輝 学習院中・2 81 (43、38)

平野 達己 市川市立南行徳中・3 81 (42、39)

堀口 直哉 水戸市立第五中・3 81 (40、41)

小林 龍生 旭市立第二中・2 81 (39、42)

27 小林 拳史郎 松戸市立栗ヶ沢中・1 82 (43、39)

加藤 大雅 四街道市立旭中・1 82 (40、42)

29 関 駿斗 横浜市立名瀬中・1 83 (46、37)

笠原 大輝 三鷹市立第一中・2 83 (41、42)

31 麻生 悠人 中大横浜中・1 84 (42、42)

32 中澤 紀和 船橋市立二宮中・3 85 (45、40)

山本 力輝 足立区立蒲原中・2 85 (43、42)

34 寶田 一真 明大中野中・3 86 (43、43)

勝俣 翔 市原市立ちはら台南中・2 86 (43、43)

36 菅野 義稀 香取市立小見川中・1 87 (48、39)

上原 挑夢 太田市立休泊中・1 87 (41、46)

38 紺野 秀倖 横芝光町立光中・1 88 (45、43)

岡部 開斗 伊勢崎市立赤堀中・2 88 (44、44)

亥飼 台 日立市立滑川中・1 88 (44、44)

41 諸徳寺 直 香取市立小見川中・2 89 (44、45)

カレドニアン・ゴルフクラブ( 6720Yards   Par 72 )

平成27年度　KGA杯 ジュニアゴルフ大会 男子12歳～14歳の部

8月17日(月)


