
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 110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 中川 虎ノ介 富士笠間 67 (35、32) 昌山 大暉 カレドニアン 79 (36、43) 佐藤 貴晴 川越 87 (44、43)

2 坂田 一真 関東ジュニア 68 (34、34) 42 森山 正斗 立教大 80 (44、36) 83 久田 和広 カレドニアン 88 (44、44)

3 松澤 虎大 那須伊王野 69 (36、33) 茂貫 太郎 阿見 80 (43、37) 吉松 昌弘 キャスコ花葉 88 (43、45)

中川 拓海 中央学院大 69 (35、34) 本間 條久 麻倉 80 (42、38) 丹野 隆幸 小田原･日動御殿場 88 (41、47)

5 種村 芽久 カレドニアン 71 (37、34) 三橋 颯太朗 葉山国際 80 (41、39) 86 土屋 知廣 イーグルレイク 89 (47、42)

6 菅野 義稀 カレドニアン 73 (39、34) 山本 七海 東京大 80 (40、40) 熊田 貴之 大厚木 89 (46、43)

勝田 兵吉 太平洋・御殿場 73 (38、35) 木暮 凌太 TEAM KGA ジュニア 80 (39、41) 大野 秀樹 富里 89 (44、45)

8 澤田 竜成 長太郎 74 (39、35) 大平 直輝 東京大 80 (38、42) 89 関口 輝 東京大 90 (48、42)

鈴木 柚生 水戸レイクス 74 (39、35) 49 松岡 正士 JGM セベバレステロス 81 (42、39) 片岡 稔貴 東京大 90 (47、43)

竹中 雅貴 岡部チサン 74 (38、36) 北村 祐 オーク・ヒルズ 81 (41、40) 千葉 涼晴 JGM セベバレステロス 90 (44、46)

橋本 侑樹 JGM セベバレステロス 74 (37、37) 山口 祐介 鎌ヶ谷 81 (41、40) 渡辺 清一 万木城 90 (44、46)

粟野 泰成 水戸レイクス 74 (37、37) 松田 直也 袖ヶ浦 81 (41、40) 93 山下 仁 カレドニアン 91 (45、46)

島岡 聖 那須小川 74 (36、38) 野口 道男 ブリック＆ウッド 81 (40、41) 94 高橋 洋 マグレガー 92 (47、45)

14 齋 和彦 東京クラシック 75 (40、35) 木村 仁 千葉 81 (38、43) 早瀬 慎二郎 成田 92 (46、46)

額賀 逸朗 鷹之台 75 (40、35) 55 村尾 優一 那須小川 82 (44、38) 平城 豪大 関東ジュニア 92 (46、46)

末広 大地 TEAM KGA ジュニア 75 (37、38) 岩田 和広 小田原･松田 82 (42、40) 末金 成俊 宍戸ヒルズ 92 (44、48)

神谷 至道 鹿島の杜 75 (36、39) 山田 竜史 大利根 82 (41、41) 茂木 秀俊 成田 92 (43、49)

18 竹澤 瞬 ワンウェイ 76 (43、33) 片岡 弘幸 上総モナーク 82 (40、42) 高木 歩 ブリック＆ウッド 92 (42、50)

千北 嘉太 太平洋・御殿場 76 (39、37) 大原 俊弘 グレンオークス 82 (38、44) 100 金森 渉真 扶桑 93 (53、40)

吉原 伸一 グレンオークス 76 (38、38) 60 矢野 嘉伸 キャスコ花葉 83 (46、37) 谷村 朋昭 鷹之台 93 (46、47)

井坪 佑介 ノーザン錦ヶ原 76 (35、41) 渡邉 信明 キャスコ花葉 83 (44、39) 102 木村 鉄三 袖ヶ浦 94 (48、46)

22 佐藤 卓郎 オリムピック 77 (42、35) 布川 義久 袖ヶ浦 83 (44、39) 103 加藤 啓輔 ブリック＆ウッド 95 (42、53)

中村 憲司 宍戸ヒルズ 77 (40、37) 相浦 大輝 関東ジュニア 83 (42、41) 104 黒田 真彦 京 96 (47、49)

水野 陽稀 専修大 77 (38、39) 梶谷 卓矢 鷹 83 (40、43) 齋藤 巖 総武 96 (46、50)

宮﨑 琉 千葉桜の里 77 (38、39) 65 荒川 慶量 京葉 84 (44、40) 106 松井 崇 成田 97 (49、48)

金田 崇宏 筑波 77 (38、39) 鈴木 正一郎 龍ヶ崎 84 (44、40) 107 八木 政和 船橋 98 (46、52)

佐々木 政一 PGMマリア 77 (37、40) 小形 勝利 鎌ヶ谷 84 (41、43) 108 魚住 海斗 カレドニアン 101 (52、49)

三橋 正季 姉ヶ崎 77 (37、40) 関 駿斗 葉山国際 84 (39、45) 109 辻本 頼昭 我孫子 104 (52、52)

29 古賀 浩輝 東我孫子 78 (42、36) 69 藤田 政嗣 ロイヤルスター 85 (43、42) 棄権 篠原 裕明 習志野

芦沢 幸太郎 平川 78 (40、38) 蕪木 登 ブリック＆ウッド 85 (42、43) 欠場 堀井 慎也 上総モナーク

- 以 上、 予 選 通 過 － 伊藤 嘉盛 麻倉 85 (42、43) 欠場 塚田 光輝 龍ヶ崎

柿岡 啓介 成田 78 (39、39) 飯田 悠也 宍戸ヒルズ 85 (42、43) 欠場 伊東 勝也 鶴舞

木村 裕亮 セントラル 78 (39、39) 73 市川 透 万木城 86 (46、40) 欠場 村本 雅輝 平川

川畑 京太郎 水戸レイクス 78 (39、39) 渡邊 賢作 龍ヶ崎 86 (46、40) 欠場 髙梨 涼介 駒澤大

34 黒田 幸太郎 関東国際 79 (42、37) 豊巻 裕紀 京葉 86 (45、41) 欠場 渋谷 友和 姉ヶ崎

村井 忠行 カレドニアン 79 (41、38) 山口 道元 太平洋・御殿場 86 (44、42) 欠場 鶴瀬 覇也 関東ジュニア

佐藤 喜三夫 平川 79 (40、39) 高村 保 立野クラシック 86 (44、42) 欠場 大堀 直樹 鎌ヶ谷

西村 大治郎 カレドニアン 79 (39、40) 李 泰鎭 成田 86 (41、45) 欠場 川添 有一 東京湾

永井 貴之 姉ヶ崎 79 (38、41) 79 加藤 靖司 鎌ヶ谷 87 (46、41) 欠場 後藤 将一 船橋

遠藤 薪一 龍ヶ崎 79 (38、41) 永竹 正幸 成田 87 (45、42)

中山 大生 東京五日市 79 (37、42) 池田 陽翔 那須小川 87 (45、42)

3月28日(月)

2022年関東アマチュアゴルフ選手権第6会場予選競技

カレドニアン・ゴルフクラブ( 6937Yards   Par 72 )


