
会場：

期日：

エントリー： 119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 平山 幸作 おおむらさき 68 (36、32) 森口 貴資 太平洋・御殿場 80 (39、41) 山田 育弘 東京国際 85 (45、40)

岡田 大輔 那須小川 68 (34、34) 澤越 博幸 武蔵野 80 (39、41) 高橋 信一 平川 85 (44、41)

3 野口 裕太 日本体育大 70 (35、35) 松井 篤 太平洋・御殿場 80 (38、42) 田邉 光男 飯能 85 (42、43)

4 小屋 将一朗 関東国際 71 (36、35) 細野 敏彦 青梅 80 (36、44) 櫻井 武志 青梅 85 (42、43)

5 鵜瀬 璃久 JGM笠間 73 (39、34) 45 田辺 昌彦 岡部チサン 81 (43、38) 猪股 英昭 平塚富士見 85 (41、44)

6 林 久仁彦 オリムピックナショナル 74 (39、35) 鶴薗 弘明 立野クラシック 81 (43、38) 菊地 香 オリムピックナショナル 85 (40、45)

村尾 優一 那須小川 74 (38、36) 高橋 怜央 岡部チサン 81 (41、40) 大谷 日出雄 大平台 85 (39、46)

末広 大地 TEAM KGA ジュニア 74 (38、36) 榎本 幸和 オリムピック 81 (41、40) 89 矢野 嘉伸 キャスコ花葉 86 (45、41)

森 竜也 東海大 74 (38、36) 村山 浩伸 武蔵 81 (40、41) 金子 清 津久井湖 86 (45、41)

河原 弘和 南富士 74 (36、38) 平野 誠一 千成 81 (40、41) 清水 圭 相模湖 86 (45、41)

清野 桜貴 関東国際 74 (34、40) 奈良 理史 慶應義塾大 81 (40、41) 坂本 健造 八王子 86 (41、45)

12 千北 嘉太 太平洋・御殿場 75 (34、41) 鈴木 将範 八王子 81 (40、41) 上條 英二 桜ヒルズ 86 (40、46)

13 田中 天晴 甲府国際 76 (41、35) 戸熊 輝 慶應義塾大 81 (40、41) 千秋 昌太郎 慶應義塾大 86 (40、46)

篠原 雷登 東京五日市 76 (40、36) 鈴木 昌弥 津久井湖 81 (39、42) 95 北山 茂 川越 87 (44、43)

杉原 歩樹 那須カントリー 76 (38、38) 小川 真之介 那須小川 81 (39、42) 廣瀬 浩二 栃木 87 (44、43)

五十森 達哉 成田GC 76 (37、39) 牧瀬 直行 さいたま 81 (38、43) 高橋 真央 岡部チサン 87 (43、44)

鈴木 秀幸 塩原 76 (37、39) 57 星野 豪希 房総 82 (43、39) 待合 勇史 平塚富士見 87 (42、45)

白金 満明 岡部チサン 76 (36、40) 森房 岳男 立川国際 82 (43、39) 岡野 正浩 立川国際 87 (41、46)

田中 良博 寄居 76 (36、40) 久富 正太郎 東京五日市 82 (41、41) 100 古屋 佳男 武蔵 88 (45、43)

榊田 剛 青梅 76 (36、40) 二ッ森 義一 東京カントリー 82 (41、41) 土田 晃成 さいたま梨花 88 (40、48)

21 阿出川 宗哉 扶桑 77 (40、37) 金井 俊輔 相模湖 82 (40、42) 102 村野 俊幸 相模湖 89 (44、45)

坪井 浩一 相模原 77 (39、38) 島村 敏 八王子 82 (40、42) 速水 浩二 府中 89 (43、46)

茅野 弘喜 諏訪湖 77 (38、39) 菅井 雅之 嵐山 82 (39、43) 内村 淳也 オリムピック 89 (43、46)

髙山 知晃 千葉 77 (36、41) 玉置 敏光 立川国際 82 (37、45) 梅原 和典 南摩城 89 (42、47)

25 浅田 和孝 東名 78 (41、37) 鈴木 勝奈織 立教大 82 (35、47) 106 中島 伸之助 明治大 90 (43、47)

廣嶋 篤哉 オリムピック・レイクつぶらだ 78 (39、39) 66 柴田 博文 ザ・レイクス 83 (44、39) 相馬 稔輝 相模湖 90 (42、48)

27 福田 大介 青梅 79 (43、36) 竹添 大晃 ブリック＆ウッド 83 (43、40) 108 藤本 政光 オリムピック 91 (42、49)

稲村 隆浩 セゴビア 79 (41、38) 中野 秀樹 赤羽 83 (43、40) 109 堀内 利信 東京五日市 92 (45、47)

長谷川 裕一 岡部チサン 79 (41、38) 竹内 敬人 八王子 83 (42、41) 110 大場 邦夫 大相模 93 (46、47)

吉岡 進 ザ ナショナル・埼玉 79 (40、39) 長尾 博文 青梅 83 (42、41) 111 梅澤 昂大 慶應義塾大 95 (47、48)

大野 武志 霞ヶ関 79 (40、39) 山田 廣樹 メイプルポイント 83 (41、42) 柱本 哲也 青梅 95 (47、48)

- 以 上、 予 選 通 過 － 出浦 功 オリムピック 83 (41、42) 伊藤 博通 日高 95 (46、49)

吉田 壮一郎 さいたま 79 (39、40) 酒井 透 青梅 83 (40、43) 114 石田 剛啓 南総 97 (46、51)

井上 裕一郎 日本体育大 79 (39、40) 大場 凛太郎 慶應義塾大 83 (40、43) 115 中村 聡 セントラル 100 (45、55)

黒木 健太 駒澤大 79 (39、40) 片岡 弘幸 上総モナーク 83 (38、45) 欠場 川窪 誠司 青梅

野本 未世夢 東名厚木 79 (39、40) 76 前山 正隆 富士小山 84 (43、41) 欠場 永澤 正徳 青梅

本間 條久 麻倉 79 (38、41) 名取 輝高 諏訪湖 84 (43、41) 欠場 柿澤 洋治 桜ヒルズ

37 山田 豊 寄居 80 (41、39) 川口 智宏 埼玉国際 84 (42、42) 欠場 村井 忠行 カレドニアン

野口 知嗣 青梅 80 (41、39) 海老澤 唯 鎌倉 84 (40、44)

岡野 明 東京国際 80 (40、40) 岩佐 勇太郎 相模湖 84 (40、44)

梶原 裕輝 寄居 80 (39、41) 81 牛之濵 純俊 おおむらさき 85 (45、40)

4月2日(金)

2021年関東アマチュアゴルフ選手権第7会場予選競技

青梅ゴルフ倶楽部 東・西コース( 6752Yards   Par 72 )


