
会場：

期日：

エントリー： 107名

出場： 97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 金田 卓己 ニッソー 73 (34、39) 大谷 利仁 姉ヶ崎 87 (41、46) 倉岡 俊輔 習志野 96 (48、48)

2 佐野 充成 館山 74 (37、37) 矢澤 俊一 相模 87 (40、47) 西川 正樹 南総 96 (46、50)

木下 輝洋 セゴビア 74 (36、38) 43 小寺 聡司 習志野 88 (45、43) 84 大谷 隆俊 霞ヶ関 97 (50、47)

進藤 颯太 ラインヒル 74 (35、39) 小泉 洋平 富士市原 88 (45、43) 永田 熙雄 太平洋・御殿場 97 (47、50)

5 堀 鉄平 金砂郷 77 (38、39) 村田 達勇 成田ヒルズ 88 (43、45) 86 田口 瑠之佑 那須小川 99 (51、48)

6 小倉 龍 大洗 78 (40、38) 海老原 脩 ニッソー 88 (43、45) 田島 柊一郎 ゴールデンレイクス 99 (50、49)

田村 祐樹 太平洋・御殿場 78 (36、42) 増田 秀仁 クリアビュー 88 (43、45) 88 石川 誠 富士小山 100 (52、48)

8 中村 風起人 那須小川 80 (42、38) 熊谷 隆 ザ・ジャパン 88 (42、46) 89 小林 貴幸 姉ヶ崎 101 (53、48)

赤塚 将成 法政大 80 (40、40) 49 細谷 信介 南総 89 (47、42) 福田 実 千葉 101 (52、49)

松浦 裕介 長太郎 80 (40、40) 真辺 則光 総武 89 (46、43) 91 大島 孝之 スカイウェイ 102 (47、55)

齋藤 光 関東ジュニア 80 (38、42) 粕谷 宇一郎 千葉 89 (45、44) 92 近藤 貴光 成田ヒルズ 103 (54、49)

中村 英明 浜野 80 (37、43) 高野 直樹 白帆 89 (45、44) 西原 哲司 鹿島の杜 103 (51、52)

13 林 晃誠 JGM セベバレステロス 81 (39、42) 野田 好史 京 89 (44、45) 94 染川 宗範 アバイディング 107 (53、54)

14 杉山 稔 総武 82 (41、41) 五十嵐 崇仁 PGM石岡 89 (41、48) 95 髙岸 勲 土浦 108 (55、53)

出口 千加志 水戸レイクス 82 (39、43) 55 武田 法久 レイク相模 90 (46、44) 96 三戸 政和 東京クラシック 110 (51、59)

信岡 史将 成田 82 (37、45) 櫻田 雅彦 船橋 90 (46、44) 失格 平塚 寛彰 成田ヒルズ

17 水沼 勇太 那須伊王野 83 (44、39) 宮下 雄一 浜野 90 (44、46) 欠場 安藤 崇生 総武

豊里 裕士 日本大 83 (42、41) 58 千野 正二郎 オリムピックナショナル 91 (47、44) 欠場 井上 盛夫 東京クラシック

湯浅 良平 総武 83 (40、43) 片岡 正雄 取手国際 91 (47、44) 欠場 工藤 久人 総武

上迫 友貴 太平洋・御殿場 83 (39、44) 髙阪 嘉久 鶴舞 91 (46、45) 欠場 天門 原動 ロイヤルスター

五十森 達哉 成田 83 (39、44) 吉澤 秀 北の杜 91 (45、46) 欠場 牧野 光洋 嵐山

岡田 隼輔 関東国際 83 (38、45) 森崎 匠 イーグルポイント 91 (45、46) 欠場 三島 義之 PGM石岡

23 佐藤 充浩 姉ヶ崎 84 (45、39) 久保 昂史 杉ノ郷 91 (45、46) 欠場 三澤 孝至 成田ヒルズ

山口 翔 新千葉 84 (44、40) 清水 隆史 イーグルポイント 91 (41、50) 欠場 河田 桂 那須小川

東 幸司 オリムピック 84 (42、42) 65 宮崎 秀樹 米原 92 (48、44) 欠場 森 勇乃祏 那須小川

榎本 聖大 扶桑 84 (42、42) 境 正博 白帆 92 (48、44) 欠場 渡邊 秀幸 太平洋・御殿場

松田 考平 総武 84 (41、43) 鈴木 康友 太平洋・佐野ヒルクレスト 92 (47、45)

- 以 上、 予 選 通 過 － 藤原 昭彦 静ヒルズ 92 (46、46)

佐藤 壱洸 那須小川 84 (41、43) 69 池田 憲治 嵐山 93 (49、44)

29 雨宮 寛 平川 85 (46、39) 荻田 和宏 姉ヶ崎 93 (47、46)

森 光弘 葉山国際 85 (44、41) 鈴木 涼仁 関東国際 93 (44、49)

31 入江 精二 宍戸ヒルズ 86 (45、41) 72 木下 大悟 太平洋・御殿場 94 (45、49)

渡邊 真羽 富士 86 (45、41) 73 青木 敏行 富士市原 95 (50、45)

相馬 智人 イーグルポイント 86 (44、42) 猪股 淳基 鹿沼72 95 (50、45)

大久保 学 花生 86 (43、43) 江成 和己 麻倉 95 (49、46)

山田 廣樹 メイプルポイント 86 (42、44) 駿河 晴翔 日本大 95 (48、47)

八木沢 浩心郎 TEAM KGA ジュニア 86 (41、45) 美和 健一郎 習志野 95 (48、47)

37 助川 昌弘 JGM セベバレステロス 87 (44、43) 和田 哲弥 メイプルポイント 95 (48、47)

日暮 浩之 藤ヶ谷 87 (43、44) 佐藤 竜介 浜野 95 (45、50)

鈴木 教大 房州 87 (43、44) 80 八木 勇乃輔 ザ・竜ヶ崎 96 (53、43)

内潟 柊哉 JGM セベバレステロス 87 (42、45) 岩崎 哲也 鳩山 96 (48、48)

3月31日(木)

2022年関東アマチュアゴルフ選手権第5会場予選競技

成田ヒルズカントリークラブ( 6890Yards   Par 72 )


