
会場：

期日：

エントリー： 109名

出場： 106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 勝俣 翔 法政大 68 (34、34) 篠原 裕明 習志野 78 (41、37) 橋本 天山 源氏山 83 (45、38)

2 安部 高秀 中央学院大 70 (37、33) 近藤 駿介 扶桑 78 (39、39) 山城 太優 中央学院大 83 (44、39)

小林 拳史郎 関東ジュニア 70 (37、33) 柿岡 啓介 麻倉 78 (39、39) 田村 祐樹 太平洋・御殿場 83 (44、39)

鈴木 晃祐 関東アマ 70 (36、34) 種村 芽久 カレドニアン 78 (39、39) 岩舘 輝 白鳳 83 (44、39)

石川 航 日本体育大 70 (34、36) 馬場 裕康 明治大 78 (39、39) 鈴木 海斗 館山 83 (43、40)

6 小林 翔音 TEAM KGA ジュニア 71 (38、33) 熊谷 淳 水戸グリーン 78 (39、39) 下野 将輝 中央学院大 83 (43、40)

渡辺 真悟 常磐大 71 (37、34) 上迫 友貴 太平洋・御殿場 78 (38、40) 横井 太郎 扶桑 83 (43、40)

8 仲宗根 寛瑛 関東アマ 73 (38、35) 石川 哲士 那須小川 78 (38、40) 難波 大翔 関東ジュニア 83 (42、41)

眞山 龍太郎 日本大 73 (38、35) 細川 和広 PGM石岡 78 (38、40) 奥村 礼惟 関東ジュニア 83 (42、41)

田所 翔太 皐月･佐野 73 (37、36) 中村 風起人 那須小川 78 (38、40) 木村 仁 千葉 83 (40、43)

井上 達希 房総 73 (37、36) 51 吉本 直樹 ロックヒル 79 (42、37) 92 三橋 正季 姉ヶ崎 85 (44、41)

髙橋 利哉 姉ヶ崎 73 (34、39) 亥飼 台 関東ジュニア 79 (40、39) 中野 秀昭 宍戸ヒルズ 85 (44、41)

13 大岩 慶尚 関東ジュニア 74 (38、36) 草野 広宗 香取 79 (40、39) 長尾 福治郎 成田GC 85 (42、43)

中川 拓海 中央学院大 74 (37、37) 細谷 朋生 千葉夷隅 79 (39、40) 鈴木 朝登 川越グリーン 85 (41、44)

進藤 巧 ロイヤルスター 74 (37、37) 佐藤 卓郎 栃木県アマ 79 (39、40) 96 山本 将嗣 総武 86 (42、44)

永田 航大 中央学院大 74 (36、38) 野口 道男 ブリック＆ウッド 79 (39、40) 小林 麟太郎 TEAM KGA ジュニア 86 (41、45)

17 三ツ井 雅貴 芙蓉 75 (39、36) 大原 俊弘 グレンオークス 79 (37、42) 98 柳澤 賢仁 嵐山 87 (48、39)

田辺 隆一 東京都アマ 75 (38、37) 58 窪田 一樹 太平洋・御殿場 80 (41、39) 小林 隆寿 東千葉 87 (43、44)

亥飼 陽 関東ジュニア 75 (38、37) 石川 聡一 富士笠間 80 (40、40) 山口 祐介 鎌ヶ谷 87 (43、44)

平川 陸斗 法政大 75 (38、37) 高村 保 立野クラシック 80 (40、40) 101 布川 義久 袖ヶ浦 88 (45、43)

相原 諒哉 那須小川 75 (37、38) 清水 蔵之介 TEAM KGA ジュニア 80 (40、40) 102 中村 雄歩 関東国際 91 (47、44)

鈴木 辰海 房州 75 (36、39) 幸田 恭典 ニッソー 80 (39、41) 茂貫 太郎 阿見 91 (45、46)

鈴木 教大 房州 75 (36、39) 菅野 義稀 カレドニアン 80 (39、41) 棄権 谷口 英樹 宍戸ヒルズ

24 手塚 辰弥 南総 76 (40、36) 井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 80 (38、42) 棄権 藤田 政嗣 ロイヤルスター

平城 豪大 関東国際 76 (40、36) 65 金田 卓己 ニッソー 81 (42、39) 棄権 林 恭平 関東ジュニア

上村 大和 関東国際 76 (39、37) 中村 圭太 茨城 81 (42、39) 欠場 森田 聡史 ロイヤルスター

熊谷 宇晴 関東ジュニア 76 (39、37) 石谷 竜月希 扶桑 81 (41、40) 欠場 淺野 友太郎 千成

常盤 和也 TEAM KGA ジュニア 76 (38、38) 杉山 稔 総武 81 (40、41) 欠場 檜山 亮介 大洗

遠藤 薪一 龍ヶ崎 76 (38、38) 東 幸司 オリムピック 81 (38、43)

神谷 至道 鹿島の杜 76 (38、38) 70 小松 潤 関東国際 82 (47、35)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 関根 東馬 水戸レイクス 82 (43、39)

31 大野 倖 関東アマ 77 (41、36) 岡田 海斗 那須小川 82 (43、39)

山本 力輝 日本体育大 77 (40、37) 斉野 恵康 太平洋・御殿場 82 (43、39)

澤田 竜成 長太郎 77 (39、38) 山中 将次 PGM石岡 82 (42、40)

鈴木 洸大 金砂郷 77 (39、38) 志村 幹夫 大洗 82 (41、41)

額賀 逸朗 鷹之台 77 (39、38) 村井 啓矩 那須小川 82 (41、41)

亀山 強 茨城 77 (38、39) 小谷 海斗 扶桑 82 (41、41)

上原 康平 修善寺 77 (38、39) 芹澤 陽二郎 宍戸ヒルズ 82 (41、41)

坂田 一真 関東アマ 77 (38、39) 森 勇乃祏 那須小川 82 (40、42)

深尾 健太 那須小川 77 (38、39) 富永 龍輝 水戸レイクス 82 (38、44)

40 松澤 虎大 那須伊王野 78 (41、37) 81 丸 忠利 房総 83 (45、38)

5月6日(木)

2021年関東アマチュアゴルフ選手権第2ブロック大会

平川カントリークラブ( 7159Yards   Par 72 )


