
会場：

期日：

エントリー： 104名

出場： 88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 大川 勢矢 山梨学院大 69 (34、35) 昌山 大暉 浅見 81 (40、41) 82 羽山 元裕 ワンウェイ 96 (50、46)

2 小林 龍生 佐原 71 (39、32) 鈴木 教大 房州 81 (38、43) 83 斉藤 正人 南総 97 (47、50)

3 石毛 一輝 新千葉 73 (36、37) 熊谷 宇晴 関東ジュニア 81 (36、45) 84 鈴木 茂樹 神奈川 98 (48、50)

4 大岩 慶尚 那須小川 74 (39、35) 44 渡辺 清一 万木城 82 (44、38) 85 金子 英樹 メイプルポイント 99 (51、48)

勝俣 翔 関東ジュニア 74 (36、38) 大塚 康弘 富士市原 82 (43、39) 86 山川 博功 上野原 101 (48、53)

6 田村 祐樹 太平洋・御殿場 75 (39、36) 吉松 昌弘 成田ヒルズ 82 (42、40) 棄権 村本 雅輝 メイプルポイント

平川 陸斗 法政大 75 (38、37) 大島 勝 岡部チサン 82 (42、40) 棄権 髙梨 涼介 駒澤大

鈴木 辰海 房州 75 (38、37) 吉永 竜 那須小川 82 (40、42) 欠場 杉山 稔 総武

菊池 幸人 富士市原 75 (37、38) 小林 光太郎 法政大 82 (40、42) 欠場 小原 和久 房総

石毛 誠 南摩城 75 (37、38) 大久保 学 花生 82 (39、43) 欠場 児玉 博 太平洋・御殿場

山本 力輝 那須小川 75 (35、40) 51 田中 健一朗 房総 83 (40、43) 欠場 齊藤 富夫 本千葉

12 田辺 隆一 東京都アマ 76 (39、37) 蜂谷 大棋 南総 83 (40、43) 欠場 古敷谷 亮 葉山国際

星野 豪汰 房総 76 (39、37) 中本 光 小田原･日動御殿場 83 (38、45) 欠場 大福 隆介 白鳳

杉原 歩樹 那須カントリー 76 (37、39) 54 大滝 淳 房総 84 (43、41) 欠場 松村 滋基 きみさらず

小澤 玲央 松本 76 (37、39) 中山 智央 山梨学院大 84 (42、42) 欠場 江崎 典載 妙高

嶋野 菊治 平川 76 (37、39) 56 後藤 好孝 房総 85 (45、40) 欠場 岡本 拓 葉山国際

相原 諒哉 那須小川 76 (36、40) 永野 和也 成田GC 85 (42、43) 欠場 大久保 剛人 一橋大

18 遠藤 慎之介 千葉県アマ協会 77 (39、38) 大原 俊弘 グレンオークス 85 (42、43) 欠場 亀元 秀幸 姉ヶ崎

湯浅 良平 総武 77 (38、39) 平山 芳照 ノースショア 85 (40、45) 欠場 金子 貴司 オーク・ヒルズ

美馬 康太郎 JGM セベバレステロス 77 (38、39) 60 細谷 朋生 千葉夷隅 86 (43、43) 欠場 荒川 慶量 京葉

21 澤田 竜成 長太郎 78 (40、38) 増田 秀仁 クリアビュー 86 (43、43) 欠場 布施 正明 袖ヶ浦

小池 健心 房総 78 (39、39) 62 山田 廣樹 メイプルポイント 87 (45、42) 欠場 青山 正幸 勝浦

宮﨑 琉 千葉桜の里 78 (38、40) 渡邉 信明 キャスコ花葉 87 (44、43) 欠場 山田 智大 立教大

佐々木 愁也 JGM セベバレステロス 78 (37、41) 高橋 洋 マグレガー 87 (44、43)

25 中村 英明 平川 79 (42、37) 岡田 裕幸 メイプルポイント 87 (39、48)

佐原 忠志 南総 79 (41、38) 66 大久保 泰智 オリムピック 88 (45、43)

原田 晃 袖ヶ浦 79 (39、40) 松井 崇 南総 88 (44、44)

浮ヶ谷 博之 千葉 79 (38、41) 岡野 史樹 木更津 88 (42、46)

小川 恭伸 南総 79 (38、41) 69 岡村 善裕 平川 89 (45、44)

石谷 竜月希 扶桑 79 (37、42) 70 野原 英世 藤岡 90 (45、45)

31 小宮山 諒 山梨学院大 80 (40、40) 伊藤 泰樹 千葉新日本 90 (44、46)

廣瀬 照康 袖ヶ浦 80 (40、40) 田中 宏樹 ワンウェイ 90 (40、50)

中川 拓海 関東ジュニア 80 (40、40) 73 山田 剣臣 東京五日市 91 (50、41)

34 宮崎 祐樹 ツインレイクス 81 (44、37) 長島 洋介 真名 91 (46、45)

長井 陽一 袖ヶ浦 81 (43、38) 西川 正樹 南総 91 (43、48)

井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 81 (42、39) 坂本 国弘 ワンウェイ 91 (42、49)

- 以 上、 予 選 通 過 － 77 伊谷 亮祐 東千葉 92 (45、47)

近藤 駿介 扶桑 81 (42、39) 平塚 寛彰 成田ヒルズ 92 (43、49)

松本 大樹 扶桑 81 (42、39) 79 高木 歩 ブリック＆ウッド 93 (47、46)

星野 豪希 房総 81 (41、40) 80 櫟本 健夫 ブリック＆ウッド 95 (48、47)

豊 太陽 那須小川 81 (41、40) 髙橋 毅 オーク・ヒルズ 95 (46、49)

3月30日(月)

2020年関東アマチュアゴルフ選手権第6会場予選競技

房総カントリークラブ房総ゴルフ場　東コース( 6986Yards   Par 72 )


