
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 新村 駿 穂高 67 (31、36) 勝又 正浩 東京 78 (42、36) 田村 敏明 小千谷 81 (41、40)

2 斉藤 隼人 TEAM KGA ジュニア 68 (35、33) 見田 和也 イーストヒル 78 (41、37) 土田 恭章 藤岡 81 (40、41)

3 前田 晃希 栗橋國際 69 (34、35) 篠﨑 勇真 法政大 78 (40、38) 田中 俊行 鳩山 81 (39、42)

4 本 大志 TEAM KGA ジュニア 70 (35、35) 康 翔亮 千成 78 (40、38) 阿部 祐希 湯田上 81 (38、43)

佐藤 翔太 日本体育大 70 (34、36) 中山 真尋 扶桑 78 (40、38) 府川 流士 扶桑 81 (38、43)

平本 世中 東名厚木 70 (33、37) 齋藤 光 扶桑 78 (40、38) 87 白石 哲也 太平洋・御殿場 82 (42、40)

7 塚原 悠斗 関東ジュニア 72 (38、34) 小池 希吏人 宍戸ヒルズ 78 (40、38) 佐藤 快斗 TEAM KGA ジュニア 82 (41、41)

芳崎 陽紀 ギャツビイ 72 (36、36) 山田 真輝 駒澤大 78 (39、39) 公受 将輝 日本大 82 (39、43)

中村 勇貴 関東アマ 72 (35、37) 大森 星夜 東京国際大 78 (39、39) 五味田 真大 那須伊王野 82 (38、44)

10 鈴木 大哉 関東国際 74 (39、35) 西山 大翔 関東ジュニア 78 (39、39) 相馬 義孝 塩原 82 (38、44)

木下 圭介 日本大 74 (39、35) 塚越 光玖 那須小川 78 (39、39) 92 鈴木 貴士 大日向 83 (42、41)

寺辻 真生 関東国際 74 (37、37) 松岡 正士 JGM セベバレステロス 78 (38、40) 岡部 実 東京都アマ 83 (41、42)

豊里 裕士 日本大 74 (36、38) 髙橋 幸生 那須伊王野 78 (37、41) 高橋 昌也 サニー 83 (39、44)

岡部 祐太 那須小川 74 (36、38) 加藤 成二 岡部チサン 78 (37、41) 95 太田 智喜 宍戸ヒルズ 84 (42、42)

鈴木 隆太 ザ・レイクス 74 (35、39) 55 大栗 平 那須小川 79 (41、38) 澤田 響 東京国際大 84 (42、42)

16 村岡 侑哉 駒澤大 75 (40、35) 良川 卓也 塩原 79 (40、39) 府川 洸己 扶桑 84 (41、43)

泊 隆太 TEAM KGA ジュニア 75 (40、35) 石川 巧 鹿沼72 79 (40、39) 井上 笑慈 TEAM KGA ジュニア 84 (41、43)

須崎 友貴 東京五日市 75 (40、35) 栗原 悠宇 日本大 79 (40、39) 朝見 賢光 津久井湖 84 (41、43)

松枝 靖悟 那須伊王野 75 (39、36) 木名瀬 和重 水戸 79 (39、40) 100 沼田 茂昭 富里 85 (46、39)

小野寺 智夫 府中 75 (37、38) 前田 男 嵐山 79 (39、40) 仁部 武士 大宮国際 85 (44、41)

栗原 遥大 TEAM KGA ジュニア 75 (37、38) 依田 智也 那須小川 79 (38、41) 岩井 巧 妙義 85 (44、41)

安孫子 大祐 那須小川 75 (37、38) 金井 篤司 嵐山 79 (38、41) 竹花 颯汰 TEAM KGA ジュニア 85 (43、42)

杉原 康太 那須カントリー 75 (36、39) 佐野 知大 武蔵 79 (36、43) 金 尚謙 望月東急 85 (42、43)

24 岩井 光太 TEAM KGA ジュニア 76 (41、35) 64 桐生 慎太郎 笹神五頭 80 (42、38) 園部 大翔 TEAM KGA ジュニア 85 (40、45)

上原 挑夢 関東国際 76 (40、36) 西片 太一 埼玉国際 80 (42、38) 関 翔汰 関東ジュニア 85 (40、45)

渡辺 竜真 オリムピック・レイクつぶらだ 76 (39、37) 鴨野 勝 水戸レイクス 80 (42、38) 107 岩淵 智宏 大宮国際 86 (43、43)

岡部 開斗 太田双葉 76 (39、37) 長岡 元樹 RAYSUM 80 (42、38) 小菅 憲太郎 箱根 86 (43、43)

大島 勝 岡部チサン 76 (39、37) 志村 由羅 TEAM KGA ジュニア 80 (41、39) 石川 誠剛 箱根 86 (42、44)

山口 泰知 明治大 76 (39、37) 千種 悠史 明治大 80 (41、39) 小原 力 扶桑 86 (41、45)

安保 勇希 那須小川 76 (38、38) 金子 光規 戸塚 80 (41、39) 111 戸村 拓郎 日本大 87 (48、39)

目黒 学 日本海 76 (38、38) 梅田 泰司 東京国際大 80 (40、40) 赤坂 昇 都 87 (43、44)

飯島 慎平 八王子 76 (38、38) 村田 圭悟 那須伊王野 80 (40、40) 113 今井 大輔 岡部チサン 88 (44、44)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 縄田 修一 明治大 80 (39、41) 藤澤 龍人 豊科 88 (40、48)

清水 拳斗 関東ジュニア 76 (35、41) 小坂 徳郎 茨城 80 (39、41) 115 鈴木 雅弘 ニッソー 90 (42、48)

34 井出 太陽 TEAM KGA ジュニア 77 (41、36) 帰山 雄輔 総武 80 (38、42) 欠場 豊田 龍生 日本大

橋詰 海斗 TEAM KGA ジュニア 77 (39、38) 黒田 大智 駒澤大 80 (37、43) 欠場 和田 雅英 袖ヶ浦

鹿島 裕樹 那須小川 77 (39、38) 関 茂生 岡部チサン 80 (37、43) 欠場 西川 幸一郎 府中

豊島 豊 東千葉 77 (39、38) 78 本間 一太 関東アマ 81 (41、40)

関澤 誠 嵐山 77 (38、39) 横山 幸汰 立教大 81 (41、40)

堀越 勘太 水戸レイクス 77 (37、40) 佐藤 礼弥 川越 81 (41、40)

40 相原 涼汰 千成 78 (42、36) 高瀬 基次 飯能 81 (41、40)

5月6日(木)

2021年関東アマチュアゴルフ選手権第1ブロック大会

狭山ゴルフ・クラブ 西・東コース( 7165Yards   Par 72 )


