
会場：

期日：

エントリー： 114名

出場： 96名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 村井 啓矩 那須小川 71 (34、37) 亀井 隆 唐沢 81 (40、41) 82 相波 純 石地シーサイド 90 (50、40)

2 前田 晃希 栗橋國際 72 (35、37) 星野 勇太 高山 81 (40、41) 早坂 宏幸 鹿沼 90 (47、43)

泊 隆太 TEAM KGA ジュニア 72 (34、38) 43 白 晃栄 ヨネックス 82 (43、39) 白 源正 ヨネックス 90 (45、45)

4 末広 大地 TEAM KGA ジュニア 73 (38、35) 林 久仁彦 オリムピックナショナル 82 (43、39) 渡辺 真太郎 城西大 90 (45、45)

5 千葉 竜聖 関東国際 74 (38、36) 金井 篤司 嵐山 82 (41、41) 86 丹羽 彦仁 大宮国際 91 (48、43)

飯田 要 那須小川 74 (37、37) 大久保 光彦 東松山 82 (37、45) 伊藤 髙太郎 鹿沼72 91 (48、43)

7 安保 勇希 那須小川 75 (39、36) 竹花 颯汰 TEAM KGA ジュニア 82 (37、45) 千々石 寛 総武 91 (46、45)

渋井 晃太郎 TEAM KGA ジュニア 75 (38、37) 48 橋詰 海斗 TEAM KGA ジュニア 83 (45、38) 林 和彦 鶴 91 (45、46)

吉田 凜世 那須伊王野 75 (38、37) 土屋 ヒューイ 那須伊王野 83 (44、39) 野村 幸晴 東京よみうり 91 (44、47)

岩井 巧 妙義 75 (37、38) 山﨑 之寛 中条 83 (44、39) 91 皆藤 慎太郎 フレンドシップ 92 (46、46)

11 安孫子 大祐 那須小川 76 (41、35) 須崎 友貴 東京五日市 83 (44、39) 92 根本 幸範 水戸 98 (55、43)

金沢 太竜 サンヒルズ 76 (39、37) 小原 健嗣 千葉 83 (43、40) 千野 正二郎 オリムピックナショナル 98 (47、51)

竹内 貴広 鴻巣 76 (38、38) 清水 颯人 那須小川 83 (41、42) 94 杉原 康太 那須カントリー 99 (48、51)

佐藤 快斗 TEAM KGA ジュニア 76 (37、39) 荒井 虎史 レイク相模 83 (41、42) 95 山屋 隆一 ヨネックス 101 (49、52)

大栗 平 那須小川 76 (37、39) 大村 仁乃 JGM セベバレステロス 83 (40、43) 96 阪本 明大 レイク相模 103 (56、47)

市村 龍我 関東国際 76 (36、40) 56 徳山 隆 総武 84 (47、37) 欠場 見田 和也 イーストヒル

17 岡部 開斗 太田双葉 77 (40、37) 森田 佳和 千葉 84 (43、41) 欠場 冨永 学 嵐山

塚田 忠大 横浜 77 (39、38) 竹澤 功泰 大日向 84 (43、41) 欠場 和田 亮 紫雲

船橋 数晃 岡部チサン 77 (38、39) 土田 晃成 さいたま梨花 84 (41、43) 欠場 田中 良博 寄居

20 渡邉 真 フレンドシップ 78 (41、37) 60 藤原 昭彦 静ヒルズ 85 (44、41) 欠場 土屋 健次 武蔵

天川 主税 サンヒルズ 78 (41、37) 北村 和秋 石地シーサイド 85 (43、42) 欠場 熊倉 克直 櫛形

平野 誠一 千成 78 (40、38) 竹増 晴太郎 慶應義塾大 85 (41、44) 欠場 妹尾 正巳 ワンウェイ

井口 俊 城西大 78 (40、38) 63 清水 啓量 武蔵松山 86 (43、43) 欠場 藤田 誠 千葉

24 竹馬 正広 石地シーサイド 79 (41、38) 吉野 文規 岡部チサン 86 (42、44) 欠場 田中 寿幸 イーストヒル

織田 啓吾 関東国際 79 (40、39) 65 福室 守 レイク相模 87 (49、38) 欠場 星野 恵太 高山

滝沢 信也 草津 79 (40、39) 平井 慶益 岡部チサン 87 (47、40) 欠場 井上 康広 湯田上

東城 幸翼 櫛形 79 (40、39) 岩崎 哲也 鳩山 87 (46、41) 欠場 山内 一晃 サンヒルズ

小沼 光輝 宍戸ヒルズ 79 (40、39) 生形 幸政 栃木ヶ丘 87 (46、41) 欠場 渡辺 顕展 高根

29 魚住 海斗 東京五日市 80 (43、37) 北山 茂 川越 87 (45、42) 欠場 村田 圭悟 那須伊王野

長本 誠矢 扶桑 80 (42、38) 今井 大輔 岡部チサン 87 (44、43) 欠場 黒川 貴史 宍戸ヒルズ

石川 巧 鹿沼72 80 (41、39) 粕谷 宇一郎 千葉 87 (43、44) 欠場 中野 秀樹 赤羽

園部 大翔 TEAM KGA ジュニア 80 (39、41) 72 淺野 友太郎 千成 88 (48、40) 欠場 椎谷 聡 イーストヒル

高橋 一誠 嵐山 80 (39、41) 遠藤 りお 関東国際 88 (47、41) 欠場 鈴木 朝登 川越グリーン

康 翔亮 千成 80 (39、41) 水野 陽稀 専修大 88 (47、41)

35 鬼澤 遥希 那須伊王野 81 (45、36) 田辺 昌彦 岡部チサン 88 (45、43)

廣瀨 稔 さいたま 81 (44、37) 佐居 承緒 横浜 88 (45、43)

星野 節二 長岡 81 (42、39) 境 正博 白帆 88 (44、44)

進藤 颯太 ラインヒル 81 (42、39) 髙橋 雄平 ワンウェイ 88 (42、46)

相馬 義孝 塩原 81 (41、40) 79 比留間 康介 東京五日市 89 (49、40)

相原 涼汰 千成 81 (41、40) 椎名 康之 武蔵 89 (44、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 光信 直長 東千葉 89 (44、45)

4月3日(金)

2020年関東アマチュアゴルフ選手権第1会場予選競技

鴻巣カントリークラブ( 6943Yards   Par 72 )


