
会場：

期日：

エントリー： 54名

出場： 50名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 山崎 暖真 板橋区立志村第一中・1 69 (35、34) 41 山口 吉盛 私立群馬国際アカデミー中・3 88 (42、46)

2 竹田 亮太 千葉市立おゆみ野南中・2 71 (37、34) 42 神永 直輝 大田区立東蒲中・1 89 (48、41)

3 金澤 和夢 私立佐久長聖中・2 73 (38、35) 43 柳田 圭輝 あきる野市立秋多中・2 89 (46、43)

44 石津谷 憲 私立浜松日体中・3 89 (43、46)

4 斎藤 旬一 那須塩原市立三島中・2 73 (37、36) 45 伊藤 尚希 市原市立ちはら台南中・2 91 (44、47)

5 林田 遼汰 熊谷市立妻沼西中・1 73 (37、36) 46 大久保 颯泰 取手市立取手第二中・2 92 (45、47)

6 山嵜 千加良 幸手市立西中・3 75 (40、35) 47 高橋 雅楽助 私立高輪中・3 95 (51、44)

7 荒木 敬太 私立渋谷教育学園幕張中・2 75 (38、37) 48 矢後 英俊 品川区立日野学園中・2 95 (45、50)

8 井上 滉太 上尾市立南中・3 75 (38、37) 49 西田 吏玖 太田市立宝泉中・1 97 (52、45)

9 沖田 雫 佐倉市立井野中・1 75 (38、37) 50 大地 武虎 調布市立第四中・1 106 (52、54)

10 杉森 拓斗 笠間市立笠間中・3 76 (40、36) 欠場 石井 圭 平塚市立浜岳中・2

11 八木沢 迦音 水戸市立笠原中・1 76 (39、37) 欠場 小谷 海斗 流山市立常盤松中・3

12 髙坂 信一郎 浜松市立湖東中・3 76 (39、37) 欠場 清水 奏琉 行田立長野中・3

13 西山 修生 国立山梨大附属中・1 76 (36、40) 欠場 大塚 恵冬 横須賀市立公郷中・3

14 柴田 悠希 笠間市立友部第二中・3 77 (41、36)

15 松谷 孝 川崎市立宮前平中・3 77 (41、36)

16 阿部 羽流斗 焼津市立大富中・3 77 (41、36)

17 岩井 礼歩 魚沼市立小出中・2 78 (41、37)

18 林 大地 Ｓｒｉ　ＫＤＵ中・1 78 (40、38)

19 今屋 大雄 中央区立晴海中・2 80 (42、38)

20 勝又 悠護 横浜市立旭中・2 80 (42、38)

21 毛塚 大智 国立宇都宮大教育学部附属中・3 80 (42、38)

22 島田 楽生人 伊勢崎市立四ツ葉学園中・1 80 (41、39)

23 番匠 信幸 藤沢市立藤ヶ岡中・3 80 (40、40)

24 森田 元大 国立宇都宮大教育学部附属中・3 81 (43、38)

25 河原 勇渚 日高市立高麗川中・3 81 (43、38)

26 原 蓮太朗 渋川市立古巻中・3 81 (42、39)

27 張 真 私立埼玉栄中・3 81 (41、40)

28 渡辺 優名利 宇都宮市立瑞穂野中・1 81 (41、40)

29 篠原 獅童 鹿沼市立東中・2 81 (40、41)

30 石井 健梧 私立武蔵野大中・3 82 (43、39)

31 成松 峻 西東京市立田無第三中・2 82 (42、40)

32 片野 貫一朗 私立光英ＶＥＲＩＴＡＳ中・1 82 (42、40)

33 藤村 龍謙 牛久市立牛久南中・1 82 (41、41)

34 水沼 勇太 宇都宮市立陽南中・2 82 (38、44)

35 小泉 慶一郎 私立立教新座中・2 85 (46、39)

36 高屋 駿 大田区立大森第八中・3 85 (42、43)

37 森田 大悟 国立宇都宮大教育学部附属中・1 86 (46、40)

38 橋本 圭市 川崎市立犬蔵中・3 87 (47、40)

39 鈴木 星那 浜松市立光が丘中・1 87 (45、42)

40 依田 悠誠 軽井沢町立軽井沢中・1 87 (44、43)

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12～14歳の部

以上、2023年関東アマ予選出場有資格選手 


