
会場：

期日：

エントリー： 119名

出場： 117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 林 恭平 関東ジュニア 69 (32、37) 中村 英明 浜野 80 (40、40) 宇田川 鉄也 房総 86 (39、47)

2 清水 蔵之介 TEAM KGA ジュニア 70 (33、37) 中村 ゲティケイン 富士小山 80 (40、40) 83 渡辺 清一 万木城 87 (48、39)

3 篠原 裕明 習志野 73 (36、37) 向後 太賀 那須小川 80 (39、41) 松井 崇 南総 87 (46、41)

小林 拳史郎 関東ジュニア 73 (34、39) 遠藤 慎之介 千葉県アマ協会 80 (39、41) 田中 健一朗 房総 87 (46、41)

5 富永 龍輝 水戸レイクス 74 (38、36) 蕪木 登 ブリック＆ウッド 80 (39、41) 清水 剛 ザ・レイクス 87 (45、42)

相原 諒哉 那須小川 74 (38、36) 梅内 秀太郎 那須小川 80 (38、42) 朝日向 雅 ニッソー 87 (43、44)

細谷 朋生 千葉夷隅 74 (37、37) 47 嶋野 菊治 加茂 81 (42、39) 豊巻 裕紀 京葉 87 (42、45)

澤田 竜成 長太郎 74 (36、38) 岡本 拓 葉山国際 81 (42、39) 寄元 貴 南総 87 (42、45)

中川 拓海 中央学院大 74 (36、38) 原田 晃 袖ヶ浦 81 (40、41) 久保 昂史 杉ノ郷 87 (42、45)

10 山本 力輝 日本体育大 75 (38、37) 美馬 康太郎 JGM セベバレステロス 81 (39、42) 91 伊澤 喜久男 東千葉 88 (47、41)

高村 保 立野クラシック 75 (38、37) 51 荒川 慶量 京葉 82 (47、35) 山川 博功 上野原 88 (47、41)

村井 啓矩 那須小川 75 (37、38) 目崎 潤 長太郎 82 (44、38) 望月 一弘 八幡 88 (43、45)

淺野 友太郎 千成 75 (37、38) 渡部 美和 鹿野山 82 (41、41) 滝澤 泰三 習志野 88 (42、46)

深尾 健太 那須小川 75 (36、39) 安蒜 真輝 那須小川 82 (41、41) 井上 達也 茨城 88 (42、46)

大岩 慶尚 関東ジュニア 75 (35、40) 松本 大樹 扶桑 82 (40、42) 96 三木 康弘 南総 89 (49、40)

16 田村 祐樹 太平洋・御殿場 76 (39、37) 倉島 保一 真名 82 (39、43) 菊池 幸人 富士市原 89 (47、42)

種村 芽久 カレドニアン 76 (38、38) 小池 健心 房総 82 (39、43) 三本木 晃 上野原 89 (45、44)

鈴木 辰海 房州 76 (36、40) 昌山 大暉 浅見 82 (37、45) 小林 孝之助 あさひヶ丘 89 (45、44)

中村 圭太 茨城 76 (36、40) 長島 洋介 真名 82 (37、45) 渡邉 信明 キャスコ花葉 89 (44、45)

菅野 義稀 カレドニアン 76 (36、40) 60 髙阪 嘉久 鶴舞 83 (43、40) 金山 仁明 万木城 89 (43、46)

奥村 礼惟 関東ジュニア 76 (36、40) 内山 貴之 鷹之台 83 (42、41) 102 義山 光浩 青梅 91 (47、44)

22 近藤 駿介 扶桑 77 (40、37) 横山 三博 武蔵松山 83 (42、41) 加藤 純也 東千葉 91 (46、45)

三橋 正季 姉ヶ崎 77 (39、38) 松村 滋基 きみさらず 83 (40、43) 山下 博由 小田原･日動御殿場 91 (46、45)

石川 哲士 那須小川 77 (38、39) 玉川 大樹 東京クラシック 83 (40、43) 105 大塚 康弘 富士市原 92 (51、41)

三ツ井 雅貴 芙蓉 77 (37、40) 廣瀬 照康 袖ヶ浦 83 (38、45) 瀧澤 泰嘉 浜野 92 (47、45)

石谷 竜月希 扶桑 77 (37、40) 66 石井 成俊 宍戸ヒルズ 84 (46、38) 昼田 泰平 東千葉 92 (47、45)

勝俣 翔 法政大 77 (37、40) 長井 陽一 袖ヶ浦 84 (42、42) 坂本 国弘 ワンウェイ 92 (44、48)

28 幸田 恭典 ニッソー 78 (43、35) 山田 武史 JGM セベバレステロス 84 (42、42) 109 大滝 淳 房総 93 (47、46)

進藤 巧 ロイヤルスター 78 (41、37) 竹友 慶 万木城 84 (41、43) 野村 繁之 オリムピックナショナル 93 (45、48)

鈴木 教大 房州 78 (41、37) 黒田 幸太郎 関東国際 84 (41、43) 田中 宏樹 ワンウェイ 93 (44、49)

丸 忠利 房総 78 (40、38) 小原 和久 房総 84 (39、45) 112 仲森 良樹 房総 94 (44、50)

- 以 上、 予 選 通 過 － 72 真辺 則光 総武 85 (44、41) 113 後藤 好孝 房総 95 (45、50)

勝田 兵吉 イーグルポイント 78 (38、40) 袖山 哲朗 茨城 85 (44、41) 114 河合 雅之 ザ・レイクス 97 (47、50)

三橋 颯太朗 関東ジュニア 78 (37、41) 松崎 航大 ザ ナショナル・千葉 85 (43、42) 115 白倉 雄太 東松苑 98 (51、47)

34 柿沼 瑛亮 那須伊王野 79 (40、39) 河田 桂 那須小川 85 (43、42) 116 松浦 裕介 長太郎 100 (51、49)

徳山 隆 総武 79 (40、39) 受井 哲男 総武 85 (43、42) 山崎 仁 多摩 100 (49、51)

小泉 洋平 富士市原 79 (38、41) 新井田 勇二 宍戸ヒルズ 85 (42、43) 欠場 岡部 成哲 東京

有我 栄一郎 鶴舞 79 (38、41) 八木 勇乃輔 ザ・竜ヶ崎 85 (42、43) 欠場 原田 友希 カレドニアン

石毛 誠 南摩城 79 (38、41) 小田部 貴一 鹿沼プレミア 85 (42、43)

39 宮﨑 琉 千葉桜の里 80 (42、38) 80 市川 透 万木城 86 (41、45)

小川 恭伸 南総 80 (40、40) 伊藤 泰樹 千葉新日本 86 (41、45)

3月29日(月)

2021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 )


