
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 114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 山崎 咲寿 TEAM KGA ジュニア 71 (37、34) 佐藤 飛鳥 オリムピック・レイクつぶらだ 83 (41、42) 82 石森 健太郎 駒澤大 90 (51、39)

2 松枝 靖悟 那須伊王野 74 (39、35) 金子 佳矢 那須伊王野 83 (41、42) 打越 圭介 日高 90 (47、43)

3 東 亜藍 関東ジュニア 75 (40、35) 亀山 強 茨城 83 (41、42) 市村 龍我 関東国際 90 (45、45)

髙山 知晃 千葉 75 (39、36) 44 全 允浩 那須小川 84 (44、40) 妹尾 正巳 ワンウェイ 90 (44、46)

5 渡邉 日向 関東ジュニア 76 (40、36) 滝沢 信也 草津 84 (44、40) 櫻田 厚 東名厚木 90 (42、48)

小屋 将一朗 関東ジュニア 76 (40、36) 白石 一馬 慶應義塾大 84 (43、41) 87 三吉 康之 大宮国際 91 (48、43)

7 平山 幸作 おおむらさき 77 (40、37) 岸 一貴 那須CC 84 (43、41) 小林 浩之 諏訪湖 91 (47、44)

岩井 巧 妙義 77 (38、39) 車田 暁 取手国際 84 (42、42) 原 仁 リバーサイドフェニックス 91 (46、45)

9 櫻井 稜真 メイフラワー 78 (41、37) 須田 信乃介 那須小川 84 (41、43) 90 大澤 一徳 江戸崎 92 (46、46)

岡田 光史 嵐山 78 (40、38) 入江 健太郎 千葉 84 (40、44) 91 横江 和幸 江戸崎 93 (52、41)

長谷川 和瑞大 那須小川 78 (40、38) 51 岡田 陽太 嵐山 85 (46、39) 伊西 庸介 リバーサイドフェニックス 93 (48、45)

武井 大也 TEAM KGA ジュニア 78 (39、39) 仁部 武士 ディアレイク 85 (46、39) 清水 敏之 鴻巣 93 (47、46)

藤井 幸博 江戸崎 78 (39、39) 戸村 空汰 TEAM KGA ジュニア 85 (42、43) 原島 政幸 鴻巣 93 (45、48)

長本 誠矢 那須伊王野 78 (37、41) 竹内 貴広 鴻巣 85 (42、43) 95 小勝 慎太郎 大宮国際 94 (51、43)

齋藤 裕 TEAM KGA ジュニア 78 (37、41) 中本 光 小田原･日動御殿場 85 (40、45) 加藤 将 日本大 94 (50、44)

16 片山 貴由 ロイヤルスター 79 (42、37) 久米 慧 富士 85 (37、48) 97 高畑 弘 鴻巣 95 (51、44)

井上 笑慈 TEAM KGA ジュニア 79 (42、37) 57 阿部 純也 東名厚木 86 (46、40) 倉持 佳 成田 95 (49、46)

松崎 航大 ザ ナショナル・千葉 79 (41、38) 梅澤 昂大 慶應義塾大 86 (44、42) 比留間 康介 東京五日市 95 (49、46)

根本 悠誠 TEAM KGA ジュニア 79 (40、39) 岩淵 智宏 大宮国際 86 (43、43) 義澤 彰 大相模 95 (46、49)

山田 健悟 さいたま梨花 79 (35、44) 府川 流士 扶桑 86 (42、44) 101 菊地 香 オリムピックナショナル 96 (51、45)

21 佐久間 怜央 立教大 80 (42、38) 61 白 隆一 ヨネックス 87 (46、41) 塚本 将之 嵐山 96 (50、46)

孫 世沅 日本大 80 (41、39) 今井 大輔 岡部チサン 87 (44、43) 関 弘哉 嵐山 96 (49、47)

小谷 海斗 扶桑 80 (41、39) 原 優之介 ザ・レイクス 87 (44、43) 菅原 学 猿島 96 (47、49)

熊谷 地陽 関東ジュニア 80 (40、40) 清水 颯人 那須小川 87 (43、44) 105 酒寄 浩 つくばね 97 (51、46)

橋詰 海斗 櫛形 80 (40、40) 村田 圭悟 那須伊王野 87 (43、44) 齊藤 賢司 秩父国際 97 (51、46)

26 康 翔亮 関東ジュニア 81 (44、37) 関 翔汰 関東ジュニア 87 (43、44) 107 髙橋 雄平 ワンウェイ 98 (51、47)

白石 哲也 赤城GC 81 (43、38) 67 赤石 怜 東千葉 88 (48、40) 108 礒田 淳一 龍ヶ崎 99 (54、45)

近藤 直杜 扶桑 81 (42、39) 倉持 昭 つくばね 88 (47、41) 高橋 朋也 大宮国際 99 (53、46)

山田 真輝 駒澤大 81 (42、39) 大塚 慎太郎 ザ・レイクス 88 (46、42) 豊田 尚之 千葉 99 (52、47)

大和久 高志 新千葉 81 (42、39) 毛塚 大智 那須伊王野 88 (46、42) 渡邊 尚 境川 99 (52、47)

- 以 上、 予 選 通 過 － 齊藤 大翔 櫛形 88 (44、44) 山田 剛正 千葉夷隅 99 (49、50)

平野 誠一 千成 81 (42、39) 秋山 大 富士 88 (43、45) 113 大山 光春 おおむらさき 101 (52、49)

須田 航平 水戸レイクス 81 (41、40) 松本 光央 鷹 88 (43、45) 114 平山 敬裕 おおむらさき 104 (52、52)

神取 佑樹 姉ヶ崎 81 (39、42) 74 茂木 伸明 千葉 89 (47、42) 欠場 小坂 直人 キャスコ花葉

34 清 良成 千葉 82 (45、37) 東 路敏 TEAM KGA ジュニア 89 (47、42) 欠場 黒岩 航 西那須野

鈴木 亮司 ギャツビイ 82 (44、38) 倉片 優 武蔵 89 (46、43) 欠場 内村 利成 オリムピックナショナル

飯島 勝徳 つくばね 82 (42、40) 牛之濵 純俊 おおむらさき 89 (46、43) 欠場 黒岩 雅志 西那須野

織田 啓吾 関東国際 82 (42、40) 林田 遼汰 サンコー72 89 (46、43) 欠場 新田 鐘大 妙高

38 寺島 諒 慶應義塾大 83 (47、36) 小原 健嗣 千葉 89 (45、44) 欠場 瀬谷 真大 つくばね

山田 豊 寄居 83 (46、37) 小川 真之介 那須小川 89 (45、44)

村井 啓矩 関東ジュニア 83 (42、41) 榎本 隆司 都賀 89 (44、45)

4月1日(金)

2022年関東アマチュアゴルフ選手権第3会場予選競技

鴻巣カントリークラブ( 6826Yards   Par 72 )


