
会場：

期日：
エントリー： 60名

出場： 58名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 柿澤 琢真 私立法政大国際高1 70 (36、34) 41 及川 結貴 私立千葉黎明高3 83 (39、44)

2 熊谷 地陽 私立埼玉栄高2 70 (35、35) 42 伊藤 颯汰 私立早稲田実業2 84 (42、42)

3 長崎 直仁 私立拓殖大紅陵高2 71 (35、36) 43 榎本 聖大 私立立教池袋高1 84 (41、43)

4 小原 力 私立セントメリーズ高2 72 (38、34) 44 諏訪 貴皇 私立立教池袋高1 85 (40、45)

5 古澤 凛 私立日本ウェルネス高3 73 (35、38) 45 小池 健心 私立青山学院高1 86 (45、41)

46 岩瀬 真一 私立千葉学芸高3 86 (41、45)

6 上原 大 私立杉並学院高3 74 (37、37) 47 三橋 颯太朗 私立佐久長聖高2 88 (44、44)

7 向後 太賀 私立千葉黎明高3 74 (37、37) 48 宮長 武寿 私立杉並学院高2 89 (47、42)

8 岩国 佑来 私立千葉黎明高2 74 (36、38) 49 赤坂 和宣 私立明大付属中野高3 91 (45、46)

9 島崎 三太 私立青山学院高3 74 (35、39) 50 松崎 航大 私立立教池袋高2 92 (48、44)

10 北村 祐 私立ルネサンス高2 75 (38、37) 51 井上 歌喜 私立早稲田実業高2 92 (44、48)

11 佐藤 貴裕 私立千葉学芸高1 75 (36、39) 52 小林 誠 私立杉並学院高3 93 (47、46)

12 平野 誠一 私立ルネサンス高2 76 (37、39) 53 渡辺 晃祥 私立早稲田実業高1 97 (48、49)

13 小松 潤 私立日本体育大荏原高2 76 (37、39) 54 松本 拓海 東京都立荻窪高3 99 (51、48)

14 神谷 至道 茨城県立鹿島高2 76 (37、39) 55 阿部 智広 私立明大付属中野高2 99 (51、48)

15 府川 流士 私立西武台千葉高2 76 (36、40) 56 有澤 凛音 私立駒澤大高2 99 (50、49)

16 安保 卓哉 私立早稲田実業高2 77 (42、35) 57 江口 未來 私立立教池袋高1 102 (53、49)

17 池田 陽翔 私立千葉学芸高1 77 (38、39) 58 小出石 龍弥 私立日本大第一高3 111 (46、65)

18 五十嵐 勇翔 私立埼玉栄高2 78 (38、40) 欠場 坂本 耕平 北杜市立甲陵高2

19 津田 雅虎 私立千葉黎明高3 78 (37、41) 欠場 飯塚 晴貴 私立千葉黎明高2

20 近藤 直杜 神奈川県立瀬谷高1 79 (42、37)

21 福永 未來 私立早稲田実業高1 79 (42、37)

22 鈴木 柚生 茨城県立土浦第二高1 79 (39、40)

23 長谷川 大和 私立早稲田実業高2 79 (39、40)

24 飯塚 結成 私立千葉黎明高1 79 (37、42)

25 片岡 謙 私立慶應義塾高1 79 (37、42)

26 中村 環希 私立埼玉栄高2 80 (40、40)

27 髙梨 倭 私立杉並学院高2 80 (39、41)

28 黒田 幸太郎 私立佐久長聖高2 80 (36、44)

29 阪田 匠輝 私立広尾学園高2 81 (43、38)

30 羽部 大輝 私立拓殖大紅陵高1 81 (40、41)

31 伊藤 翼 私立杉並学院高2 81 (39、42)

32 山口 桂一朗 神奈川県立厚木北高1 81 (38、43)

33 上妻 勝太 私立埼玉平成高1 82 (45、37)

34 青木 優介 私立明大付属中野高3 82 (37、45)

35 依田 智也 私立明大付属中野高3 82 (37、45)

36 髙津 愛富 私立明大付属中野高3 83 (47、36)

37 築地 旦陽 私立立教新座高2 83 (42、41)

38 佐藤 颯 私立明大附属中野高2 83 (42、41)

39 鴨下 勇利 私立成城学園高1 83 (41、42)

40 鈴木 景大 私立千葉黎明高3 83 (40、43)

富里ゴルフ倶楽部( 6,787Yards   Par 72 )

8月19日(木)

2021年　KGA杯ジュニアゴルフ大会　男子15～17歳の部

以上、2022年関東アマ予選出場有資格選手 


