
会場：

期日：

エントリー： 120名

出場： 113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 出水田 裕輝 富士 67 (33、34) 41 石井 健梧 扶桑 81 (43、38) 蒲池 誠 習志野 88 (41、47)

2 阿出川 宗哉 扶桑 68 (36、32) 岡本 拓 葉山国際 81 (41、40) 畠山 英俊 富士小山 88 (40、48)

3 飯塚 敬吾 日本大 73 (38、35) 原 克宣 富士レイクサイド 81 (41、40) 84 梅原 和典 ザ・ジャパン 89 (47、42)

菱沼 壮太 扶桑 73 (36、37) 晝間 秀計 葉山国際 81 (41、40) 武藏 圭太 平塚富士見 89 (46、43)

5 川﨑 智洋 修善寺 74 (40、34) 山田 真吾 ロイヤルスター 81 (39、42) 金谷 陽介 高根 89 (43、46)

谷繁 元信 府中 74 (38、36) 山崎 広宣 高根 81 (39、42) 87 岡田 成寛 多摩 90 (46、44)

秋元 一男 相模原 74 (37、37) 47 二ッ森 義一 東京カントリー 82 (42、40) 田中 耕太郎 浜野 90 (45、45)

8 中村 圭太 茨城 75 (38、37) 鈴木 洸大 金砂郷 82 (41、41) 89 清水 賢治 東名 91 (49、42)

麻生 悠人 早稲田大 75 (38、37) 小野寺 智夫 府中 82 (41、41) 木村 高之 館山 91 (49、42)

大友 陽介 那須小川 75 (36、39) 怒谷 直志 鎌倉 82 (41、41) 青島 順 富士小山 91 (47、44)

11 久保田 堅士 東名厚木 76 (40、36) 窪田 一樹 太平洋・御殿場 82 (41、41) 別所 義人 相模湖 91 (46、45)

石垣 快音 駒澤大 76 (38、38) 三ツ井 雅貴 芙蓉 82 (41、41) 塩澤 宣丈 ギャツビイ 91 (45、46)

佐藤 大河 東千葉 76 (37、39) 川底 慎一郎 太平洋・御殿場 82 (40、42) 94 山田 昇治 大厚木 92 (43、49)

14 清水 大雅 日本大 77 (39、38) 田代 良平 津久井湖 82 (40、42) 蛯名 忠親 チェックメイト 92 (43、49)

中村 大聖 JGM セベバレステロス 77 (39、38) 巽 玲央 東海大 82 (40、42) 96 瀬尾 徹 南総 93 (48、45)

太田 智之 穂高 77 (36、41) 速水 浩二 府中 82 (40、42) 山下 恭寛 狭山 93 (47、46)

久保谷 和明 レインボー 77 (36、41) 泉 毅 大厚木 82 (39、43) 小林 孔一 小田原･松田 93 (47、46)

18 奥山 大地 駒澤大 78 (42、36) 奥 雄二郎 府中 82 (39、43) 大鷲 富雄 大秦野 93 (47、46)

吉田 康次郎 ロイヤルスター 78 (42、36) 59 佐藤 優也 日本大 83 (44、39) 吉松 朋 厚木国際 93 (47、46)

小池 健心 房総 78 (42、36) 土井 克祥 加茂 83 (42、41) 仁藤 敦史 多摩 93 (43、50)

馬場 輝雄 鹿野山 78 (40、38) 城 尚輝 那須小川 83 (41、42) 102 田城 亨 富士市原 94 (48、46)

松田 永浩 清川 78 (39、39) 田中 雄三 相模原 83 (41、42) 後藤 勇二 平塚富士見 94 (43、51)

杉山 倫久 平塚富士見 78 (38、40) 宮下 恵 万木城 83 (40、43) 104 高畑 尚康 狭山 95 (47、48)

24 光山 富夫 横浜 79 (42、37) 望月 幹仁 加茂 83 (40、43) 荒 義史 千成 95 (43、52)

饒田 剛央 東京国際 79 (42、37) 徐 裕貴 葉山国際 83 (40、43) 106 伊澤 喜久男 東千葉 96 (50、46)

村山 浩伸 武蔵 79 (41、38) 新村 通孝 厚木国際 83 (39、44) 107 山口 洋史 多摩 97 (47、50)

柿澤 琢真 関東ジュニア 79 (40、39) 菊池 幸人 富士市原 83 (39、44) 108 三好 康太 修善寺 98 (49、49)

光宗 一城 東京よみうり 79 (40、39) 68 石井 宏典 凾南 84 (43、41) 清水谷 明 秦野 98 (46、52)

下村 俊晴 戸塚 79 (39、40) 加藤 明弘 秦野 84 (42、42) 110 原田 真史 メイプルポイント 99 (50、49)

森 信幸 高根 79 (39、40) 平泉 驍 小田原･日動御殿場 84 (40、44) 111 日野 秀明 鎌倉 100 (47、53)

- 以 上、 予 選 通 過 － 西須 直紀 日本大 84 (40、44) 112 杉山 賢治 本厚木 101 (52、49)

酒本 渉吾 早稲田大 79 (39、40) 72 石川 誠剛 箱根 85 (46、39) 113 野堀 久司 東京国際 103 (52、51)

中川 聖太 日本大 79 (39、40) 秦 晴彦 中津川 85 (41、44) 欠場 遠藤 弘樹 中津川

大沼 貴史 鎌倉 79 (38、41) 74 内田 由宇 日本大 86 (43、43) 欠場 井上 雅彦 相模原

田原 和 早稲田大 79 (38、41) 待合 勇史 ザ・ジャパン 86 (42、44) 欠場 冨永 学 嵐山

黒滝 公彦 オリムピックナショナル 79 (38、41) 76 西村 厚 レンブラント御殿場 87 (47、40) 欠場 佐藤 英幸 山田

出浦 功 オリムピック 79 (37、42) 岩倉 英雄 太平洋・御殿場 87 (44、43) 欠場 三浦 隆治 神奈川

37 草野 広宗 香取 80 (42、38) 78 青本 栄太郎 箱根 88 (49、39) 欠場 本間 健人 山田

佐々木 賢 君津香木原 80 (40、40) 光信 直長 富士 88 (44、44) 欠場 石渡 貴明 館山

清野 誠 伊勢原 80 (39、41) 佐藤 直基 多摩 88 (43、45)

中村 勝一 太平洋・御殿場 80 (38、42) 有我 栄一郎 相模原 88 (43、45)

3月31日(木)

2022年関東アマチュアゴルフ選手権第8会場予選競技

レイクウッドゴルフクラブ 西コース( 6681Yards   Par 72 )


