
会場：

期日：

エントリー： 89名

出場： 86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 前田 高志 朝霧ジャンボリー 72 (37、35) 貞廣 祐孝 東名 83 (41、42) 82 魚住 海斗 カレドニアン 94 (45、49)

2 小室 敬偉 関東ジュニア 73 (34、39) 佐々木 政一 きみさらず 83 (41、42) 83 杉山 由紀彦 北の杜 97 (50、47)

3 千葉 良 東名厚木 75 (36、39) 岩田 和広 小田原･松田 83 (40、43) 青木 剛 豊岡国際 97 (49、48)

4 平井 寛章 豊岡国際 76 (38、38) 諏訪 貴皇 扶桑 83 (40、43) 85 山口 吉盛 関東国際 100 (53、47)

花村 秀太 TEAM KGA ジュニア 76 (36、40) 45 久保田 慎 東名厚木 84 (45、39) 86 渡邉 克彦 フジ天城 101 (44、57)

6 野村 卓洋 平塚富士見 77 (41、36) 千葉 龍太朗 山梨学院大 84 (44、40) 欠場 鈴木 正樹 キングフィールズ

高木 歩 ブリック＆ウッド 77 (40、37) 津田 宏尚 成田GC 84 (43、41) 欠場 加藤 了資 富士

成田 朋正 豊岡国際 77 (40、37) 杉山 満 富士 84 (43、41) 欠場 仁地 隆雄 豊岡国際

佐藤 壱洸 那須小川 77 (37、40) 平泉 驍 小田原･日動御殿場 84 (42、42)

中村 勝郁 伊勢原 77 (37、40) 尾上 良明 鎌ヶ谷 84 (42、42)

11 犬飼 泰我 TEAM KGA ジュニア 78 (39、39) 51 竹内 浩典 富士小山 85 (44、41)

野田 憲正 東京カントリー 78 (39、39) 久米 慧 富士 85 (43、42)

川底 慎一郎 太平洋・御殿場 78 (39、39) 粕谷 宇一郎 千葉 85 (42、43)

森田 文哉 山梨学院大 78 (39、39) 北村 祐 オーク・ヒルズ 85 (42、43)

15 渡邊 真羽 富士 79 (39、40) 55 村上 雄太 南総 86 (44、42)

神田 悠貴 南富士 79 (39、40) 小池 勉 東名厚木 86 (44、42)

光信 直長 富士 79 (36、43) 高橋 敏彦 東名厚木 86 (42、44)

18 田辺 虎 山梨学院大 80 (43、37) 日吉 一智 フジ天城 86 (42、44)

新垣 厚樹 関東ジュニア 80 (42、38) 59 中村 英彦 府中 87 (44、43)

福田 正平 セゴビア 80 (41、39) 岡田 裕幸 メイプルポイント 87 (43、44)

竹内 貴広 鴻巣 80 (41、39) 宮川 大輝 南富士 87 (43、44)

義澤 彰 大相模 80 (39、41) 光宗 一城 富士 87 (43、44)

23 馬越 憲太郎 富士 81 (45、36) 志渡 智宏 平塚富士見 87 (42、45)

藤澤 諒 那須小川 81 (41、40) 64 山田 徹 シャトレーゼヴィンテージ 88 (44、44)

- 以 上、 予 選 通 過 － 佐藤 秀樹 富士小山 88 (43、45)

小泉 和章 都留 81 (40、41) 清野 誠 伊勢原 88 (42、46)

田口 青空 葉山国際 81 (40、41) 秋山 大 富士 88 (41、47)

藤田 誠 千葉 81 (37、44) 加藤 裕之 富士 88 (41、47)

28 近藤 直杜 扶桑 82 (46、36) 69 高橋 賢吉 多摩 89 (46、43)

中跡 朝臣 富士宮 82 (44、38) 鈴木 亮司 ギャツビイ 89 (46、43)

太田 秀樹 オリムピックナショナル 82 (42、40) 及川 克彦 富士小山 89 (45、44)

小林 龍竺 TEAM KGA ジュニア 82 (41、41) 石川 修一 富士 89 (44、45)

菊地 展弘 フジ天城 82 (39、43) 73 中田 昌宏 平塚富士見 90 (45、45)

杉山 賢治 本厚木 82 (38、44) 山﨑 徳雄 ギャツビイ 90 (44、46)

34 遠山 敏正 富士 83 (44、39) 75 増田 武久 シャトレーゼヴィンテージ 91 (47、44)

金森 祐介 富士チサン 83 (44、39) 斉藤 貴己 沼津 91 (43、48)

井戸田 照義 富士 83 (42、41) 77 木屋 嘉章 都 92 (46、46)

塩川 賢二 修善寺 83 (42、41) 塩澤 宣丈 ギャツビイ 92 (46、46)

小森 稜央 マナ 83 (42、41) 久保 秀成 メイプルポイント 92 (43、49)

平尾 喜彦 富士ロイヤル 83 (41、42) 80 池田 正志 オーク・ヒルズ 93 (45、48)

渡邊 絢心 東名厚木 83 (41、42) 市村 龍我 関東国際 93 (44、49)

3月31日(水)

2021年関東アマチュアゴルフ選手権第9会場予選競技

富士カントリークラブ( 6688Yards   Par 72 )


