
会場：

期日：

エントリー： 120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 志村 由羅 那須小川 73 (39、34) 斎藤 武司 伊香保国際 84 (44、40) 中村 雄歩 関東国際 89 (43、46)

2 窪田 大紀 専修大 74 (38、36) 角田 卓也 グリーンパーク 84 (44、40) 高橋 聡 鴻巣 89 (41、48)

3 金子 愼之介 JGM セベバレステロス 75 (37、38) 丹羽 彦仁 大宮国際 84 (44、40) 84 落合 滋 さいたま梨花 90 (45、45)

4 柏俣 結生 千成 76 (41、35) 吉川 裕治 富士箱根 84 (43、41) 林 裕一 赤羽 90 (44、46)

弘内 秀 東京国際大 76 (37、39) 菅井 雅之 嵐山 84 (42、42) 中原 英 あさひヶ丘 90 (43、47)

6 岩橋 史弥 富士レイクサイド 77 (39、38) 太田 秀樹 オリムピックナショナル 84 (41、43) 87 小泉 和章 都留 91 (47、44)

篠﨑 勇真 法政大 77 (36、41) 鹿野 徹 取手国際 84 (41、43) 塩田 陽一 大相模 91 (46、45)

8 吉山 公章 伊香保GC 78 (41、37) 有賀 正起 伊香保国際 84 (41、43) 岡田 裕幸 メイプルポイント 91 (45、46)

小林 康春 藤岡 78 (39、39) 49 野久尾 彰人 那須小川 85 (44、41) 水越 良尚 都 91 (45、46)

小玉 雅 烏山城 78 (37、41) 坂口 仁 高根 85 (44、41) 91 依田 智也 那須小川 92 (47、45)

11 田村 敏明 小千谷 79 (39、40) 樋口 丈洋 オリムピックナショナル 85 (44、41) 中嶋 政則 JGM セベバレステロス 92 (46、46)

勝又 正浩 東京 79 (37、42) 小沼 隆史 姉ヶ崎 85 (44、41) 多胡 雅文 JGMベルエア 92 (45、47)

13 篠原 雷登 関東ジュニア 80 (41、39) 高橋 薫 高坂 85 (43、42) 94 野澤 義彦 飯能 93 (50、43)

岩国 佑来 長太郎 80 (40、40) 関 夕介 あさひヶ丘 85 (43、42) 亀元 秀幸 姉ヶ崎 93 (48、45)

奥田 文太 東京国際大 80 (40、40) 平井 浩史 嵐山 85 (42、43) 中里 匡良 大相模 93 (46、47)

澤田 響 東京国際大 80 (39、41) 鈴木 雅弘 ニッソー 85 (42、43) 倉橋 学滋 湘南シーサイド 93 (45、48)

若林 徹 鹿沼プレミア 80 (38、42) 川井 光洋 寄居 85 (41、44) 98 城之内 豪 都 94 (48、46)

18 安保 卓哉 那須小川 81 (44、37) 平井 裕晃 高坂 85 (40、45) 99 平子 尚丈 多摩 95 (48、47)

菊池 竜文 千葉 81 (41、40) 59 田邉 光男 飯能 86 (46、40) 金子 宏治 大相模 95 (46、49)

滝澤 怜央 扶桑 81 (41、40) 中野 秀樹 赤羽 86 (45、41) 林 輝幸 小金井 95 (46、49)

小川 文平 ゴールド佐野 81 (41、40) 前田 和彦 さいたま 86 (44、42) 大野 行史 オリムピックナショナル 95 (45、50)

尾形 桂 太平洋・御殿場 81 (39、42) 石谷 竜月希 扶桑 86 (43、43) 103 畑野 雅之 津久井湖 96 (50、46)

23 竹澤 功泰 大日向 82 (43、39) 土門 英司 川越 86 (42、44) 波方 孝 十日町 96 (49、47)

近藤 駿介 日本大 82 (43、39) 山下 剛 あさひヶ丘 86 (41、45) 西村 貴之 川越 96 (48、48)

濱本 行記 下秋間 82 (42、40) 野村 幸晴 東京よみうり 86 (40、46) 吉原 良 オリムピックナショナル 96 (47、49)

長崎 直仁 関東ジュニア 82 (40、42) 66 長谷川 洋 武蔵 87 (46、41) 鈴木 雅俊 都 96 (44、52)

金井 篤司 嵐山 82 (39、43) 玉木 田秀 さいたま 87 (46、41) 108 江原 真 東名厚木 97 (44、53)

佐藤 礼弥 川越 82 (38、44) 河原 弘和 南富士 87 (45、42) 109 村上 啓太 太平洋・御殿場 99 (50、49)

西川 幸一郎 府中 82 (37、45) 内田 裕 美里 87 (44、43) 中野 健一 都 99 (50、49)

30 大森 星夜 東京国際大 83 (44、39) 山﨑 之寛 中条 87 (43、44) 111 金勝 武俊 都 101 (48、53)

- 以 上、 予 選 通 過 － 赤坂 晋介 日高 87 (42、45) 和田 崇 都留 101 (48、53)

鈴木 崇仁 武蔵 83 (44、39) 中田 丈晴 鷹 87 (42、45) 113 中村 聡 セントラル 102 (46、56)

長沢 昌彦 狭山 83 (44、39) 伊藤 頼雄 ゴルフ5・サニーフィールド 87 (42、45) 114 木下 哲雄 GMG八王子 104 (53、51)

古敷谷 亮 葉山国際 83 (43、40) 74 高橋 和久 玉造 88 (45、43) 115 浜島 貴一 玉造 106 (55、51)

上原 挑夢 日本大 83 (43、40) 内野 治 飯能グリーン 88 (44、44) 欠場 代 紀幸 さいたま

竹田 亮太 千葉国際 83 (42、41) 早川 守 セゴビア 88 (43、45) 欠場 博山 守 清川

三上 光彦 富士箱根 83 (41、42) 大井 博文 青梅 88 (42、46) 欠場 山本 高明 あさひヶ丘

大久保 麻波浪 水戸レイクス 83 (41、42) 78 吉本 壽宏 武蔵 89 (45、44) 欠場 大野 武志 霞ヶ関

花吉 精一 津久井湖 83 (40、43) 櫻井 武志 青梅 89 (45、44) 欠場 高瀬 基次 飯能

渡辺 孝之 富士箱根 83 (40、43) 新田 航大 習志野 89 (44、45)

40 馬飼野 浩之 ザ・竜ヶ崎 84 (45、39) 川上 高幸 姉ヶ崎 89 (43、46)

3月28日(月)

2022年関東アマチュアゴルフ選手権第1会場予選競技

飯能ゴルフクラブ( 6910Yards   Par 72 )


