
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 89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 山本 力輝 日本体育大 72 (36、36) 小川 恭伸 PGM総成 85 (43、42) 山崎 仁 多摩 94 (49、45)

宇田川 理茶度 TEAM KGA ジュニア 72 (34、38) 諏訪 貴皇 扶桑 85 (42、43) 木田 重美 上野原 94 (46、48)

3 行徳 健洋 東松苑 74 (39、35) 土田 晃成 さいたま梨花 85 (42、43) 84 阪本 明大 レイク相模 99 (57、42)

4 大村 仁乃 関東ジュニア 75 (39、36) 高崎 友輔 那須小川 85 (40、45) 片山 徹之 上野原 99 (50、49)

鈴木 薫 東京国際 75 (38、37) 45 名取 輝高 諏訪湖 86 (44、42) 井上 陽介 上野原 99 (48、51)

6 福室 守 レイク相模 76 (37、39) 神目 亘 青梅 86 (43、43) 87 飯塚 浩一 上野原 101 (51、50)

7 本間 一太 岡部チサン 77 (41、36) 高林 龍人 立教大 86 (42、44) 失格 相馬 稔輝 相模湖

帰山 雄輔 総武 77 (41、36) 48 清水 剛 ザ・レイクス 87 (47、40) 棄権 沼田 茂昭 富里

森久保 剛 津久井湖 77 (37、40) 宮武 善樹 日高 87 (45、42) 欠場 柄澤 玄宏 飯能

10 大島 輝 JGM セベバレステロス 78 (38、40) 中沢 太 東京国際 87 (45、42) 欠場 浦谷 明 東千葉

11 吉田 壮一郎 さいたま 79 (40、39) 佐藤 友樹 那須小川 87 (41、46) 欠場 山田 徹 シャトレーゼヴィンテージ

猿山 隆二 八王子 79 (40、39) 52 勝山 邦彦 千葉 88 (48、40) 欠場 中嶋 規夫 青梅

13 荒井 建次 八王子 80 (44、36) 高橋 賢吉 多摩 88 (47、41) 欠場 千野 英樹 茨城

衣笠 洋司 八王子 80 (44、36) 岡野 明 東京国際 88 (46、42) 欠場 榎本 幸和 オリムピック

高丸 功 上野原 80 (41、39) 佐藤 充利 成田ハイツリー 88 (46、42) 欠場 荒井 虎史 レイク相模

16 森田 文哉 山梨学院大 81 (44、37) 佐藤 雅彦 八王子 88 (46、42) 欠場 海老原 隆仁 オリムピック

矢部 嘉一 東京国際 81 (43、38) 北山 茂 川越 88 (45、43) 欠場 三宅 悠斗 中央道晴ヶ峰

志村 翔太郎 境川 81 (42、39) 横山 幸汰 立教大 88 (43、45) 欠場 上條 宏聡 豊科

大黒 一輝 上野原 81 (42、39) 堀内 利信 東京五日市 88 (43、45) 欠場 遠山 一行 豊科

星野 豪希 房総 81 (41、40) 福田 正平 セゴビア 88 (43、45) 欠場 吉岡 進 さいたま

鈴木 昌弥 津久井湖 81 (40、41) 61 島村 敏 八王子 89 (48、41) 欠場 玉置 敏光 立川国際

黒木 健太 駒澤大 81 (40、41) 白井 伸明 東京国際 89 (44、45) 欠場 古屋 佳男 武蔵

23 林 寛雄 レイク相模 82 (45、37) 上原 真次郎 南総 89 (44、45) 欠場 渡部 良 東京五日市

久保 秀成 八王子 82 (41、41) 64 浜出 達弥 オリムピック 90 (49、41) 欠場 清水 圭 相模湖

高橋 信一 平川 82 (41、41) 井上 裕一郎 日本体育大 90 (45、45) 欠場 牧瀬 直行 さいたま

坪井 浩一 相模原 82 (41、41) 石井 聡 府中 90 (45、45) 欠場 大沼 英次 平成倶楽部鉢形城

平田 芳治 湘南シーサイド 82 (41、41) 鈴木 将範 八王子 90 (42、48) 欠場 竹内 敬人 八王子

小池 希吏人 宍戸ヒルズ 82 (40、42) 68 三本木 晃 上野原 91 (51、40) 欠場 坂本 健造 八王子

茅野 弘喜 諏訪湖 82 (39、43) 澤越 博幸 武蔵野 91 (50、41) 欠場 榎本 雄文 多摩

30 伊藤 颯汰 TEAM KGA ジュニア 83 (43、40) 上條 英二 桜ヒルズ 91 (45、46) 欠場 加藤 光一 越生

- 以 上、 予 選 通 過 － 村野 俊幸 相模湖 91 (45、46) 欠場 小池 勉 東名厚木

細野 敏彦 青梅 83 (42、41) 森崎 豪 津久井湖 91 (44、47) 欠場 酒巻 栄太 真名

宮田 広人 皆川城 83 (41、42) 牧野 拳一郎 府中 91 (41、50) 欠場 上畠 哲 オリムピック

33 河邊 博和 湘南シーサイド 84 (43、41) 74 高田 庄作 カレドニアン 92 (48、44) 欠場 小野 竜彦 オリムピック

黒田 隆雅 東京国際 84 (43、41) 伊藤 博通 日高 92 (48、44) 欠場 丸山 宏章 豊科

内村 淳也 オリムピック 84 (40、44) 山川 博功 上野原 92 (47、45) 欠場 剣持 忠 日高

36 久富 正太郎 東京五日市 85 (48、37) 大場 邦夫 大相模 92 (47、45) 欠場 佐藤 力 美里

山中 尚 津久井湖 85 (45、40) 牧野 純也 府中 92 (44、48) 欠場 佐藤 太郎 東京五日市

三吉 章雪 上野原 85 (44、41) 79 鹿島 康裕 相模原 93 (50、43) 欠場 彦坂 裕一 成田ハイツリー

榊田 剛 青梅 85 (44、41) 中村 広志 八王子 93 (47、46)

花岡 貴也 東名厚木 85 (43、42) 81 田村 康一 大厚木 94 (52、42)

4月1日(金)

2022年関東アマチュアゴルフ選手権第7会場予選競技

八王子カントリークラブ( 6550Yards   Par 72 )


