
会場：

期日：

エントリー： 64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 常盤 和也 私立作新学院高・1 69 (36、33) 41 塚本 恵斗 私立日大第一高・2 84 (45、39)

2 飯塚 結成 私立千葉黎明高・2 71 (34、37) 42 上妻 勝太 私立埼玉平成高・2 84 (44、40)

3 松谷 崇嗣 私立埼玉栄高・1 72 (38、34) 43 田口 瑞樹 私立日大第一高・1 84 (39、45)

4 出口 千加志 私立水戸啓明高・1 72 (36、36) 44 富澤 大 私立日大第一高・2 85 (44、41)

5 大久保 麻波浪 私立日本ウエルネス高・1 73 (37、36) 45 川崎 凌 私立明大中野高・1 85 (44、41)

46 中村 環希 私立埼玉栄高・3 85 (43、42)

6 村井 啓矩 私立成城学園高・1 73 (37、36) 47 李 宗陽 私立玉川学園高・2 86 (44、42)

7 白鳥 葵 私立玉川学園高・2 75 (38、37) 48 疋田 大河 私立開志国際高・1 86 (42、44)

8 天野 一希 私立麗澤高・3 76 (42、34) 49 梁島 希歩 私立日大第一高・2 87 (42、45)

9 佐藤 貴裕 私立千葉学芸高・2 76 (42、34) 50 寺本 湧亮 私立日本ウェルネス高・1 88 (45、43)

10 仲西 郷 私立浜松日体高・3 76 (41、35) 51 田島 柊一郎 私立西武台千葉高・1 88 (44、44)

11 古屋 智史 私立正智深谷高・3 76 (41、35) 52 鈴木 零央 私立浜松日体高・1 88 (42、46)

12 羽部 大輝 私立拓殖大学紅陵高・2 76 (39、37) 53 瀬山 虎ノ介 私立玉川学園高・2 89 (46、43)

13 山口 桂一朗 神奈川県立厚木北高・2 76 (38、38) 54 野村 興輝 私立明大中野八王子高・1 89 (44、45)

14 鴨下 勇利 私立成城学園高・2 76 (33、43) 55 田﨑 耀一朗 私立玉川学園高・2 91 (46、45)

15 井上 笑慈 私立佐野日大高・1 77 (39、38) 56 宮長 武寿 私立杉並学院高・3 92 (43、49)

16 小林 龍竺 私立ルネサンス高・1 77 (39、38) 57 弘田 脩太朗 私立桐朋高・1 94 (52、42)

17 平出 陽音 私立浜松日体高・1 77 (38、39) 58 飯塚 晴貴 私立千葉黎明高・3 94 (50、44)

18 岡田 隼輔 私立埼玉栄高・1 77 (37、40) 59 山本 和真 私立日大櫻丘高・1 98 (43、55)

19 相浦 大輝 私立開志国際高・1 78 (42、36) 60 片倉 祐翔 私立埼玉栄高・1 112 (60、52)

20 小池 健心 私立青山学院高・2 78 (41、37) 欠場 長崎 直仁 私立拓殖大学紅陵高・3

21 岡村 海輝 私立日本ウエルネス高・1 78 (40、38) 欠場 伊藤 琉晟 私立東海大学付属浦安高・1

22 伊藤 翼 私立杉並学院高・3 78 (38、40) 欠場 森 虎琉 私立早稲田大学高・3

23 浜中 翔梧 私立浦和学院高・2 78 (37、41) 欠場 佐藤 友樹 神奈川県立厚木北高・3

24 五十嵐 勇翔 私立埼玉栄高・3 79 (40、39)

25 鈴木 涼仁 私立千葉学芸高・1 80 (43、37)

26 八木沢 浩心郎 私立水戸啓明高・1 80 (43、37)

27 田村 琉煌 私立相洋高・1 80 (43、37)

28 平城 豪大 私立拓殖大学紅陵高・1 80 (42、38)

29 佐藤 星河 私立代々木高・1 80 (39、41)

30 長谷川 和瑞大 私立埼玉栄高・2 80 (39、41)

31 池川 獅童 私立浜松日体高・2 80 (37、43)

32 豊嶋 泰章 私立西武台千葉高・1 81 (41、40)

33 久保山 理叶 私立浜松日体高・2 81 (40、41)

34 須藤 陸人 私立拓殖大学紅陵高・1 81 (38、43)

35 藤田 悠太郎 私立浜松日体高・1 81 (38、43)

36 坂本 陽仁 私立西武台千葉高・1 82 (40、42)

37 柿澤 琢真 私立法政大学国際高・2 82 (40、42)

38 江見 優輝 私立開志国際高・1 82 (40、42)

39 高崎 友輔 私立埼玉栄高・1 83 (49、34)

40 遊佐 一成 私立拓殖大学紅陵高・3 83 (41、42)

カレドニアン・ゴルフクラブ( 6,710Yards   Par 72 )

8月19日(金)

2022年　KGA杯ジュニアゴルフ大会　男子15～17歳の部

以上、2023年関東アマ予選出場有資格選手 


