
会場：

期日：
エントリー： 74名

出場： 72名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 岩井 光太 川島町立川島中1 73 (38、35) 41 関根 東馬 大洗町立第一中1 84 (41、43)

2 佐藤 卓郎 世田谷区立烏山中3 73 (34、39) 42 松澤 虎大 石岡市立石岡中1 84 (41、43)

3 淺野 友太郎 豊島区立駒込中3 74 (38、36) 43 須田 航平 古河市立古河第一中1 84 (41、43)

44 鄭 優星 千葉市立千城台西中3 84 (39、45)

4 竹原 佳吾 私立森村学園中2 74 (36、38) 45 楠 大峻 私立聖学院中2 85 (44、41)

5 富永 龍輝 鉾田市立旭中3 75 (38、37) 46 吉田 凜世 宇都宮市立雀宮中2 85 (40、45)

6 川畑 京太郎 私立翔凛中3 75 (38、37) 47 戸﨑 拓海 私立日本大学第一中2 86 (49、37)

7 坂田 一真 千葉市立葛城中2 75 (37、38) 48 相馬 和樹 葛飾区立大道中3 86 (46、40)

8 小泉 良太 柏市立柏第四中2 75 (36、39) 49 髙梨 倭 八千代市立萱田中1 86 (46、40)

9 吉田 隼汰 川越市立川越第一中3 76 (40、36) 50 朝日向 雅 龍ケ崎市立愛宕中3 86 (45、41)

10 中野 麟太朗 私立明大学中野中2 76 (38、38) 51 三橋 颯太朗 私立森村学園中1 86 (43、43)

11 隅内 雅人 水戸市立第二中1 77 (39、38) 52 遠藤 りお 私立埼玉栄中3 86 (42、44)

12 麻生 悠人 私立中央大学附属横浜中3 77 (39、38) 53 菅野 義稀 香取市立小見川中3 87 (45、42)

13 長谷 政真 葛飾区立金町中2 77 (36、41) 54 泊 隆太 高崎市立南八幡中1 87 (45、42)

14 相原 涼汰 行田市立行田中1 78 (41、37) 55 岡田 圭太 私立成城学園中3 88 (41、47)

15 細谷 幹 水戸市立第四中1 78 (40、38) 56 東城 大翔 富士川町立増穂中1 89 (48、41)

16 康 翔亮 私立日本大学豊山中2 78 (39、39) 57 井出 太陽 川上村立川上中1 89 (46、43)

17 千葉 涼晴 多古町立多古中3 78 (38、40) 58 長崎 直仁 千葉市立蘇我中1 90 (47、43)

18 上原 挑夢 太田市立休泊中3 79 (40、39) 59 楠原 竜太朗 韮崎市立韮崎東中3 91 (47、44)

19 平野 誠一 行田市立行田中1 79 (40、39) 60 國澤 怜能 私立日本大学第一中3 92 (48、44)

20 黒田 幸太郎 私立日本大学中1 79 (40、39) 61 坂本 耕平 国立山梨大教育学部附属中1 92 (46、46)

21 大岩 慶尚 千葉市立誉田中1 79 (40、39) 62 中村 雄歩 松戸市立新松戸南中1 92 (44、48)

22 中島 爽 横浜市立大鳥中2 79 (36、43) 63 小沼 剛士 私立桐蔭学園中2 93 (44、49)

23 松岡 悠馬 私立関東学院中3 80 (41、39) 64 栗田 圭吾 船橋市立葛飾中2 94 (45、49)

24 齋藤 光 足立区立淵江中2 80 (39、41) 65 堀 太陽 ひたちなか市立勝田第一中2 95 (48、47)

25 斉藤 隼人 三郷市立彦成中1 80 (39、41) 66 小島 圭翔 土浦市立土浦第一中2 96 (50、46)

26 星野 健斗 私立城南静岡中3 80 (36、44) 67 駿河 晴翔 私立千葉日大第一中3 99 (55、44)

27 宮下 優輝 私立埼玉栄中2 81 (44、37) 68 滝澤 怜央 私立埼玉平成中1 101 (53、48)

28 東城 幸翼 富士川町立増穂中3 81 (42、39) 69 岡田 海斗 町田市立小山田中1 101 (48、53)

29 北村 祐 世田谷区立砧南中1 81 (42、39) 70 牧田 隼之助 四街道立四街道西中3 109 (56、53)

30 西山 大翔 沼田市立薄根中3 82 (43、39) 71 折原 潤 町田市立小山田中2 109 (55、54)

31 亥飼 台 日立市立滑川中3 82 (43、39) 72 宮武 和輝 港区立港南中3 111 (57、54)

32 伊藤 颯汰 横浜市立青葉台中1 82 (43、39) 欠場 比嘉 海人 私立佐久長聖中3

33 向後 太賀 旭市立第二中2 82 (42、40) 欠場 佐山 ヒカル 柏市立第五中2

34 紺野 秀倖 横芝光町立光中3 82 (41、41)

35 福井 勇悟 水戸市立双葉台中2 82 (40、42)

36 平山 幸作 私立早稲田実業中1 83 (43、40)

37 豊 太陽 品川区立荏原第五中2 83 (41、42)

38 能登 祥太 私立埼玉栄中3 83 (40、43)

39 星野 豪汰 私立立教池袋中2 84 (44、40)

40 山田 健悟 小平市立小平第二中3 84 (41、43)

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12歳～14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 


