
会場：

期日：
エントリー： 64名

出場： 64名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 大岩 慶尚 千葉市立誉田中3 70 (36、34) 41 田口 瑞樹 日大第一中1 88 (48、40)

2 関 翔汰 墨田区立文花中1 74 (37、37) 42 村井 啓矩 成城学園中1 88 (45、43)

3 三橋 颯太朗 森村学園中3 75 (40、35) 43 市村 龍我 軽井沢町立軽井沢中2 89 (45、44)

44 窪田 蓮 駿台甲府中1 89 (44、45)

4 常盤 和也 鹿沼市立東中1 75 (37、38) 45 川村 尚史 日大第一中2 89 (43、46)

5 柿澤 琢真 さいたま市立岸中2 76 (39、37) 46 須田 信乃介 古河市立総和北中2 90 (46、44)

6 島岡 聖 東海大相模中3 77 (40、37) 47 神谷 至道 神栖市立神栖第二中3 90 (44、46)

7 志村 由羅 川越市立霞ヶ関中2 77 (38、39) 48 金森 渉真 柏市立大津ケ丘中1 90 (44、46)

8 佐藤 貴裕 多古町立多古中2 78 (42、36) 49 齋藤 裕 埼玉栄中1 92 (48、44)

9 橋詰 海斗 長岡市立栖吉中1 78 (39、39) 50 佐藤 雄士郎 早稲田中3 92 (47、45)

10 長崎 直仁 千葉市立蘇我中3 78 (39、39) 51 阿部 智広 明大中野中3 92 (44、48)

11 羽部 大輝 船橋市立前原中2 78 (38、40) 52 川口 史 大田区立大森第四中1 93 (50、43)

12 大久保 海 伊勢原市立中沢中2 79 (44、35) 53 坂本 耕平 山梨大学教育学部附属中3 94 (45、49)

13 星野 豪希 渋谷区立代々木中2 79 (41、38) 54 高崎 友輔 埼玉栄中1 95 (49、46)

14 熊谷 地陽 塩尻市立広陵中3 79 (40、39) 55 榎本 聖大 立教池袋中2 96 (54、42)

15 岩井 光太 川島町立川島中3 79 (40、39) 56 全 允浩 韓国東京学校中3 97 (50、47)

16 福永 未來 早稲田実業中2 80 (41、39) 57 野瀬 雄斗 麗澤中1 99 (54、45)

17 神田 悠貴 浜松日体中3 80 (39、41) 58 池田 陽翔 多古町立多古中2 99 (54、45)

18 田中 天晴 明大中野中1 81 (43、38) 59 須藤 広喜 西武台千葉中2 99 (44、55)

19 相浦 大輝 川崎市立宮崎中1 81 (42、39) 60 井上 歌喜 早稲田実業中3 100 (53、47)

20 井出 太陽 川上村立川上中3 82 (47、35) 61 間山 翔哉 明大中野中2 104 (52、52)

21 佐藤 友樹 川崎市立塚越中3 82 (41、41) 62 伊藤 琉晟 千葉市立山王中1 105 (56、49)

22 廣井 惇人 江戸川学園取手中1 82 (41、41) 63 新田 大貴 明大中野中3 105 (55、50)

23 板村 凌太 品川区立荏原第一中3 82 (40、42) 64 渡邊 駿 横須賀市立久里浜中1 106 (53、53)

24 犬飼 泰我 伊東市立南中2 83 (45、38)

25 種村 芽久 千葉市立生浜中3 83 (45、38)

26 新地 秀哉 座間市立相模中2 83 (44、39)

27 岡田 隼輔 野田市立岩名中1 83 (43、40)

28 楠井 湧也 厚木市立玉川中1 83 (41、42)

29 金子 佳矢 早稲田実業中2 83 (41、42)

30 北村 祐 世田谷区立砧南中3 84 (45、39)

31 黒田 幸太郎 日本大学中3 84 (45、39)

32 鳥居 大揮 多古町立多古中3 84 (43、41)

33 小林 龍竺 平塚市立大住中1 84 (41、43)

34 横井 太郎 麻布中3 85 (47、38)

35 関根 東馬 大洗町立第一中3 85 (47、38)

36 平城 豪大 柏市立柏第二中1 86 (46、40)

37 小池 健心 青山学院中2 86 (41、45)

38 長谷川 大和 早稲田実業中3 87 (45、42)

39 府川 流士 越谷市立北中3 87 (44、43)

40 比留間 康介 埼玉栄中2 87 (41、46)

カレドニアン・ゴルフクラブ( 6,687Yards   Par 72 )

8月16日(金)

2019年　KGA杯ジュニアゴルフ大会　男子12～14歳の部

以上、2020年関東アマ予選出場有資格選手 


