
会場：

期日：

エントリー： 118名

出場： 115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 安部 高秀 中央学院大 73 (38、35) 豊永 武和 ザ・レイクス 85 (44、41) 佐久間 良国 船橋 90 (44、46)

2 岡田 海斗 那須小川 75 (39、36) 松岡 昌亨 船橋 85 (44、41) 粂川 欣厚 京葉 90 (42、48)

3 熊谷 宇晴 関東ジュニア 76 (39、37) 大島 孝之 スカイウェイ 85 (44、41) 84 澁谷 功 京葉 91 (48、43)

4 小林 翔音 TEAM KGA ジュニア 77 (42、35) 小寺 聡司 習志野 85 (44、41) 熊谷 隆 ザ・ジャパン 91 (48、43)

上村 大和 関東国際 77 (41、36) 増田 秀仁 クリアビュー 85 (44、41) 吉松 朋 厚木国際 91 (46、45)

永田 航大 中央学院大 77 (40、37) 江口 生起 船橋 85 (43、42) 鈴木 涼仁 関東国際 91 (45、46)

平城 豪大 関東国際 77 (39、38) 豊 太陽 那須小川 85 (43、42) 石毛 慎吾 鶴舞 91 (44、47)

8 難波 大翔 関東ジュニア 78 (41、37) 吉松 昌弘 成田ヒルズ 85 (42、43) 89 竹田 亮太 千葉国際 92 (45、47)

井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 78 (40、38) 宇田川 理茶度 水戸レイクス 85 (42、43) 茨城 悠太郎 中央学院大 92 (45、47)

10 小林 麟太郎 TEAM KGA ジュニア 79 (42、37) 岡田 隼輔 関東国際 85 (41、44) 寺川 哲矢 総武 92 (44、48)

田辺 隆一 東京都アマ 79 (41、38) 榎本 聖大 扶桑 85 (41、44) 92 助川 昌弘 扶桑 93 (50、43)

杉山 稔 総武 79 (37、42) 52 亀谷 俊佑 八幡 86 (45、41) 古賀 稔 本千葉 93 (50、43)

13 横井 太郎 扶桑 80 (42、38) 深山 泰弘 袖ヶ浦 86 (45、41) 後藤 将一 船橋 93 (49、44)

常盤 和也 TEAM KGA ジュニア 80 (42、38) 小形 勝利 鎌ヶ谷 86 (44、42) 池田 陽翔 那須小川 93 (45、48)

神谷 至道 鹿島の杜 80 (42、38) 山口 鉄平 中央学院大 86 (44、42) 96 杉本 博史 船橋 94 (49、45)

金田 卓己 ニッソー 80 (41、39) 小川 貴央 総武 86 (44、42) 97 齋藤 巖 総武 95 (49、46)

東 幸司 オリムピック 80 (41、39) 佐藤 友哉 フォレスト 86 (43、43) 湯本 康弘 総武 95 (48、47)

山口 祐介 鎌ヶ谷 80 (41、39) 香取 龍海 中央学院大 86 (43、43) 99 木村 鉄三 袖ヶ浦 96 (51、45)

下野 将輝 中央学院大 80 (40、40) 朝倉 佳範 富士笠間 86 (40、46) 天門 原動 ロイヤルスター 96 (45、51)

森田 聡史 ロイヤルスター 80 (39、41) 60 渡邉 日向 TEAM KGA ジュニア 87 (46、41) 高橋 洋 マグレガー 96 (44、52)

手塚 辰弥 南総 80 (38、42) 浅田 竜平 東京五日市 87 (46、41) 102 大塚 洋二 千葉 97 (52、45)

22 上原 康平 修善寺 81 (42、39) 皆藤 慎太郎 フレンドシップ 87 (46、41) 西川 正樹 南総 97 (50、47)

木村 仁 千葉 81 (42、39) 髙梨 涼介 駒澤大 87 (46、41) 山田 剛正 千葉夷隅 97 (49、48)

布川 義久 袖ヶ浦 81 (42、39) 阪田 匠輝 扶桑 87 (46、41) 櫻田 雅彦 船橋 97 (47、50)

大原 俊弘 グレンオークス 81 (41、40) 若林 徹 鹿沼プレミア 87 (45、42) 106 沼田 隆 キャスコ花葉 99 (53、46)

馬場 裕康 明治大 81 (41、40) 小川 直康 JGM セベバレステロス 87 (44、43) 浦谷 明 東千葉 99 (52、47)

小松 潤 関東国際 81 (40、41) 佐藤 達也 鹿島の杜 87 (43、44) 108 佐藤 正樹 京葉 101 (50、51)

28 小谷 海斗 扶桑 82 (42、40) 前山 義一 房州 87 (42、45) 109 佐藤 誠 総武 105 (53、52)

山城 太優 中央学院大 82 (41、41) 69 野田 好史 京 88 (48、40) 遠藤 琢磨 京 105 (48、57)

中村 雄歩 関東国際 82 (40、42) 宮沢 智雄 富里 88 (46、42) 棄権 千葉 涼晴 JGM セベバレステロス

31 茂貫 太郎 阿見 83 (46、37) 中馬 秀興 ノースショア 88 (44、44) 棄権 東城 正実 本千葉

- 以 上、 予 選 通 過 － 成宮 光政 京葉 88 (44、44) 棄権 才津 博昭 ニッソー

島岡 聖 那須小川 83 (44、39) 西原 成真 関東国際 88 (44、44) 棄権 早水 保貴 アスレチックガーデン

片岡 洋介 船橋 83 (42、41) 小林 尚史 TEAM KGA ジュニア 88 (37、51) 棄権 石井 嗣人 総武

新木 衛 千成 83 (42、41) 75 湯浅 良平 総武 89 (46、43) 欠場 日暮 浩之 藤ヶ谷

光山 富夫 横浜 83 (40、43) 船越 洋也 中央学院大 89 (45、44) 欠場 信岡 史将 成田GC

鈴木 淳一 南総 83 (38、45) 猪股 淳基 鹿沼72 89 (45、44) 欠場 伊藤 泰良 明治大

紺野 秀倖 カレドニアン 83 (37、46) 芝田 進弘 麻倉 89 (45、44)

38 古敷谷 亮 葉山国際 84 (42、42) 片山 直彦 美浦 89 (44、45)

木暮 凌太 TEAM KGA ジュニア 84 (41、43) 村本 雅輝 メイプルポイント 89 (44、45)

40 根本 悠誠 ブリック＆ウッド 85 (45、40) 81 田村 康一 大厚木 90 (48、42)

4月5日(月)

2021年関東アマチュアゴルフ選手権第5会場予選競技

船橋カントリークラブ( 6832Yards   Par 72 )


