
会場：

期日：

エントリー： 117名

出場： 114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 泊 隆太 TEAM KGA ジュニア 71 (35、36) 山口 林太郎 鴻巣 79 (41、38) 岸 一貴 那須カントリー 85 (44、41)

2 前田 晃希 栗橋國際 72 (36、36) 浅野 博司 浦和 79 (41、38) 平井 裕晃 高坂 85 (44、41)

小池 希吏人 宍戸ヒルズ 72 (36、36) 滝沢 信也 草津 79 (40、39) 山下 富生 阿見 85 (44、41)

橋詰 海斗 TEAM KGA ジュニア 72 (35、37) 進藤 颯太 ラインヒル 79 (39、40) 85 倉片 優 武蔵 86 (46、40)

5 寺辻 真生 関東国際 73 (40、33) 小林 浩之 諏訪湖 79 (39、40) 中村 一隆 大宮国際 86 (45、41)

岡部 開斗 太田双葉 73 (39、34) 赤津 裕次郎 箱根 79 (39、40) 関 克成 東松山 86 (44、42)

石川 巧 鹿沼72 73 (36、37) 石森 健太郎 駒澤大 79 (38、41) 上原 一憲 石坂 86 (43、43)

8 松枝 靖悟 那須伊王野 74 (39、35) 長谷川 和瑞大 那須小川 79 (37、42) 89 飯島 勝徳 つくばね 87 (47、40)

府川 流士 扶桑 74 (38、36) 49 小原 健嗣 千葉 80 (42、38) 早坂 宏幸 鹿沼 87 (47、40)

府川 洸己 扶桑 74 (37、37) 飯塚 敬吾 日本大 80 (42、38) 金子 憲三 緑野 87 (47、40)

見田 和也 イーストヒル 74 (37、37) 沼澤 優光 姉ヶ崎 80 (41、39) 関 夕介 あさひヶ丘 87 (46、41)

鹿島 裕樹 那須小川 74 (36、38) 前田 正雄 岡部チサン 80 (41、39) 平岩 義範 浦和 87 (46、41)

大栗 平 那須小川 74 (35、39) 渡邊 宏治 妙高 80 (41、39) 恩田 拓哉 那須小川 87 (45、42)

14 相馬 義孝 塩原 75 (40、35) 馬飼野 浩之 ザ・竜ヶ崎 80 (41、39) 榎本 隆司 都賀 87 (44、43)

山田 真輝 駒澤大 75 (39、36) 冨岡 豊 阿見 80 (40、40) 菊地 久 烏山城 87 (43、44)

沼田 茂昭 富里 75 (38、37) 浦澤 豊 鷹之台 80 (40、40) 雁金 勇人 寄居 87 (43、44)

五味田 真大 那須伊王野 75 (38、37) 森 信幸 高根 80 (39、41) 酒寄 浩 つくばね 87 (42、45)

山口 泰知 明治大 75 (37、38) 58 徳山 鉉二 麻倉 81 (44、37) 99 前田 鎮男 大宮国際 88 (45、43)

安孫子 大祐 那須小川 75 (35、40) 千野 英樹 茨城 81 (43、38) 丸山 淳一 川越 88 (45、43)

20 千種 悠史 明治大 76 (41、35) 安保 卓哉 那須小川 81 (43、38) 101 竹之内 秀一 大平台 89 (47、42)

岩淵 智宏 大宮国際 76 (40、36) 竹馬 正広 長岡 81 (42、39) 千野 正二郎 オリムピックナショナル 89 (45、44)

関 翔汰 関東ジュニア 76 (40、36) 長本 誠矢 那須伊王野 81 (42、39) 永瀬 哲弥 東京五日市 89 (43、46)

田村 敏明 小千谷 76 (38、38) 小川 文平 ゴールド佐野 81 (41、40) 104 宮田 広人 皆川城 90 (45、45)

田中 俊行 鳩山 76 (38、38) 入江 健太郎 あさひヶ丘 81 (41、40) 105 波方 孝 十日町 91 (43、48)

園部 大翔 TEAM KGA ジュニア 76 (37、39) 髙橋 雄平 ワンウェイ 81 (39、42) 106 沼澤 光 姉ヶ崎 92 (48、44)

26 村田 圭悟 那須伊王野 77 (40、37) 66 髙橋 靜司 セゴビア 82 (42、40) 107 白 源正 ヨネックス 93 (48、45)

仁部 武士 大宮国際 77 (39、38) 山屋 隆一 ヨネックス 82 (42、40) 横溝 健一郎 浦和 93 (45、48)

康 翔亮 千成 77 (39、38) 久保田 修一 つくばね 82 (41、41) 109 倉持 佳 成田GC 94 (49、45)

今井 大輔 岡部チサン 77 (39、38) 69 内田 由宇 日本大 83 (43、40) 白 晃栄 ヨネックス 94 (46、48)

豊里 裕士 日本大 77 (39、38) 馬場 聖哉 矢板 83 (42、41) 111 小川 大介 リバーサイドフェニックス 95 (50、45)

岩井 巧 妙義 77 (38、39) 糸川 淳一 茨城 83 (41、42) 星野 節二 長岡 95 (49、46)

- 以 上、 予 選 通 過 － 72 井上 康広 湯田上 84 (44、40) 113 山口 茂利仁 高麗川 96 (50、46)

廣瀨 稔 さいたま 77 (37、40) 吉野 文規 岡部チサン 84 (44、40) 114 中原 英 あさひヶ丘 97 (52、45)

清水 颯人 那須小川 77 (36、41) 野村 宏明 つくばね 84 (43、41) 欠場 土屋 健次 武蔵

加藤 靖司 鎌ヶ谷 77 (36、41) 長谷川 洋 武蔵 84 (43、41) 欠場 眞藤 健一 カレドニアン

35 瀬谷 真大 つくばね 78 (42、36) 妹尾 正巳 ワンウェイ 84 (43、41) 欠場 渡辺 顕展 高根

岡田 貴弘 ゴールド佐野 78 (39、39) 村上 拓也 セゴビア 84 (42、42)

林田 遼汰 サンコー72 78 (38、40) 土門 英司 川越 84 (42、42)

高橋 一誠 嵐山 78 (37、41) 冨永 学 嵐山 84 (42、42)

倉持 昭 つくばね 78 (36、42) 80 北牧 裕幸 長岡 85 (46、39)

40 村越 元彰 石坂 79 (42、37) 清水 文弥 日本体育大 85 (44、41)

4月6日(火)

2021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( 6913Yards   Par 72 )


