
会場：

期日：
エントリー： 63名

出場： 61名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 中島 央樹 私立霞ヶ関高3 67 (37、30) 41 菅原 進太郎 私立湘南学園高1 85 (41、44)

2 金田 卓己 私立拓殖大学紅陵高1 71 (33、38) 42 石垣 快音 私立成立学園高2 85 (40、45)

3 梅津 慶士 私立拓殖大学紅陵高2 72 (36、36) 43 馬場 裕康 私立明大中野八王子高3 85 (40、45)

4 山田 真輝 私立埼玉栄高1 72 (35、37) 44 平野 達己 私立専修大属高2 86 (46、40)

5 野口 裕太 私立杉並学院高3 72 (33、39) 45 深尾 健太 私立杉並学院高2 86 (46、40)

46 堀口 直哉 私立明秀学園日立高2 87 (48、39)

6 栗原 悠宇 私立埼玉栄高1 73 (37、36) 47 山﨑 敦彦 私立西武台千葉高2 87 (43、44)

7 中川 拓海 私立千葉黎明高1 74 (37、37) 48 岩舘 輝 千葉県立印旛明誠高2 87 (40、47)

8 森 竜也 私立駒場学園高1 74 (36、38) 49 香取 龍海 千葉県立印旛明誠高3 88 (41、47)

9 倉持 翔 私立鹿島学園高2 75 (38、37) 50 小林 龍生 私立千葉学芸高1 89 (48、41)

10 長野 京介 私立共愛学園高2 76 (38、38) 51 中野 騎士 神奈川県立厚木北高2 89 (47、42)

11 水野 陽稀 私立多摩大属聖ヶ丘高2 76 (36、40) 52 森崎 功成 私立日大学第一高1 89 (45、44)

12 川﨑 智洋 私立湘南工科大高1 77 (40、37) 53 新谷 航平 私立明大中野八王子高1 89 (43、46)

13 朝日向 翼 私立鹿島学園高3 77 (40、37) 54 永田 裕紀 私立東海大高輪台高3 91 (48、43)

14 榊原 麗 私立国学院久我山高1 77 (39、38) 55 金 勁旻 千葉県立千葉大宮高2 91 (44、47)

15 水沼 勇太 埼玉県立松伏高1 78 (39、39) 56 大島 輝 私立目黒学院高2 94 (49、45)

16 大貫 利樹 神奈川県立厚木北高3 78 (36、42) 57 山口 翔 私立日大学第一高1 96 (48、48)

17 笠原 大輝 私立駒場学園高1 79 (42、37) 58 辻 竜舞 私立駒場学園高2 97 (47、50)

18 飛鳥井 正仁 神奈川県立厚木北高3 79 (39、40) 59 宮原 光 私立埼玉栄高1 99 (51、48)

19 山本 力輝 私立代々木高1 79 (39、40) 60 内田 悠介 私立聖学院高1 104 (49、55)

20 松岡 正士 私立代々木高1 80 (43、37) 61 中島 伸之助 私立明大中野八王子高1 110 (53、57)

21 矢野 辰典 私立拓殖大学紅陵高2 80 (42、38) 欠場 鳥居 泰雅 私立霞ヶ浦高1

22 佐々木 愁也 私立拓殖大学紅陵高2 80 (42、38) 欠場 國分 康徳 私立東海大高輪台高1

23 和田 洸夢 私立明秀学園日立高1 81 (43、38)

24 本間 一太 私立埼玉栄高1 81 (39、42)

25 宮川 純 私立駒場学園高3 82 (44、38)

26 小林 響 私立東京電機大高3 82 (43、39)

27 山田 吉希 私立日本ウェルネス高2 82 (42、40)

28 梅内 秀太郎 私立立教池袋高1 82 (41、41)

29 高梨 涼介 私立鹿島学園高2 82 (40、42)

30 城 尚輝 私立早稲田実業高1 82 (39、43)

31 荒井 竜也 私立日本ウェルネス高2 83 (42、41)

32 伊澤 健人 私立安田学園高1 83 (41、42)

33 前田 知紀 私立拓殖大紅陵高2 83 (38、45)

34 藤井 優駿 私立東海大高輪台高3 84 (42、42)

35 藤原 実輝 私立西武台高3 84 (42、42)

36 山内 大夢 私立明治大中野高3 84 (41、43)

37 鈴木 洸大 私立明秀学園日立高1 85 (47、38)

38 龍山 秀道 私立代々木高3 85 (44、41)

39 宮内 遼河 私立千葉学芸高2 85 (43、42)

40 久米 慧 私立慶應義塾高1 85 (43、42)

カレドニアン・ゴルフクラブ( 6,675Yards   Par 72 )

8月18日(金)

平成29年度　KGA杯 ジュニアゴルフ大会 男子15歳～17歳の部

以上、平成30年度関東アマチュアゴルフ選手権予選競技出場有資格選手 


