
会場：

期日：

エントリー： 109名

出場： 94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 新垣 厚樹 静岡県ゴルフ連盟 73 (35、38) 丸山 大 沼津 84 (45、39) 82 三浦 雄輝 ブリック＆ウッド 92 (46、46)

2 仲西 郷 関東ジュニア 74 (39、35) 菊地 洋介 早稲田大 84 (44、40) 清水 徳幸 太平洋・御殿場 92 (43、49)

溝口 丞 日本体育大 74 (37、37) 田村 琉煌 関東ジュニア 84 (43、41) 84 柳下 俊明 平塚富士見 95 (50、45)

4 岩崎 寛之 伊豆にらやま 75 (39、36) 前田 高志 朝霧ジャンボリー 84 (42、42) 宮下 昌俊 松本 95 (48、47)

中嶋 翔生 日本大 75 (37、38) 45 阿部 廉太郎 神奈川 85 (43、42) 平井 寛章 豊岡国際 95 (47、48)

沼澤 優光 姉ヶ崎 75 (37、38) 佐藤 星河 那須伊王野 85 (43、42) 87 羽山 元裕 ワンウェイ 96 (48、48)

7 金指 統哉 静岡県ゴルフ連盟 76 (40、36) 江尻 隼人 那須小川 85 (43、42) 88 萩原 宏昭 富士箱根 97 (50、47)

佐野 健太 静岡県ゴルフ連盟 76 (37、39) 竹内 浩典 富士小山 85 (42、43) 89 廣瀬 東 都 98 (53、45)

金子 光規 戸塚 76 (35、41) 田辺 虎 山梨学院大 85 (41、44) 小池 昇 東京五日市 98 (51、47)

10 鹿島 裕樹 プレステージ 77 (40、37) 50 土田 恭章 藤岡 86 (45、41) 小野 哲也 松本 98 (49、49)

11 西村 真太郎 足利 78 (41、37) 戸﨑 拓海 桜ヒルズ 86 (44、42) 92 今村 明哲 木更津 99 (49、50)

岡田 海斗 那須小川 78 (40、38) 青木 公翼 千葉 86 (44、42) 93 坂本 国弘 ワンウェイ 103 (50、53)

恩田 拓哉 那須小川 78 (39、39) 八巻 朋義 沼津 86 (44、42) 94 程原 誠 富士レイクサイド 105 (57、48)

貞廣 祐孝 東名 78 (39、39) 永井 英輔 東京国際 86 (43、43) 欠場 向井 輝繁 房総

小室 敬偉 カレドニアン 78 (37、41) 田村 界 神奈川 86 (42、44) 欠場 池上 直樹 富士笠間

金森 祐介 富士チサン 78 (36、42) 木屋 嘉章 都 86 (42、44) 欠場 藤原 康裕 さいたま梨花

17 上村 侑輝 岡部チサン 79 (41、38) 57 佐居 承緒 横浜 87 (46、41) 欠場 大貫 正美 東名

加藤 祐紀 日本大 79 (40、39) 赤坂 昇 都 87 (42、45) 欠場 馬越 憲太郎 富士

19 神田 秀樹 修善寺 80 (41、39) 59 森下 純平 長野県ゴルフ協会 88 (47、41) 欠場 鈴木 昭彦 三島

浅田 竜平 東京五日市 80 (40、40) 中村 和真 東名 88 (47、41) 欠場 加藤 忠男 沼津

21 鈴木 聡馬 日本大 81 (41、40) 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 88 (46、42) 欠場 中村 唯一郎 ワンウェイ

垣守 博 富士チサン 81 (41、40) 佐藤 秀樹 富士小山 88 (45、43) 欠場 今井 忍 津久井湖

高橋 洋平 オリムピック 81 (40、41) 飯塚 光洋 ブリック＆ウッド 88 (45、43) 欠場 池田 武史 太平洋・御殿場

髙坂 信一郎 TEAM KGA ジュニア 81 (40、41) 柿澤 洋治 相模湖 88 (45、43) 欠場 出利葉 太一郎 日本大

渡邊 絢心 東名厚木 81 (39、42) 竹添 大晃 ブリック＆ウッド 88 (45、43) 欠場 川村 直樹 神奈川

中山 怜音 TEAM KGA ジュニア 81 (39、42) 66 安蒜 真輝 那須小川 89 (48、41) 欠場 佐藤 栄祐 太平洋・御殿場

27 谷口 弘孝 オリムピック・レイクつぶらだ 82 (44、38) 中川 雅義 沼津 89 (45、44) 欠場 細谷 朋生 千葉夷隅

佐藤 匠真 那須伊王野 82 (42、40) 吉川 太郎 石坂 89 (44、45) 欠場 後藤 建 神奈川

- 以 上、 予 選 通 過 － 小松 潤 関東国際 89 (39、50)

中山 真尋 扶桑 82 (41、41) 70 松原 巧弥 日本大 90 (47、43)

臼井 正人 清川 82 (41、41) 糠信 秀企 神奈川 90 (47、43)

野沢 有希 日本大 82 (40、42) 高橋 敏彦 東名厚木 90 (47、43)

樋口 匠 コスモクラシック 82 (40、42) 寺澤 和也 長野県ゴルフ協会 90 (45、45)

33 阿部 羽流斗 那須小川 83 (44、39) 川原 修 富士箱根 90 (45、45)

秋山 佳輝 伊東 83 (43、40) 鈴木 理功 大熱海国際 90 (45、45)

神農 英和 平川 83 (43、40) 久保田 慎 東名厚木 90 (45、45)

浅田 和孝 東名 83 (43、40) 小川 陽一 富士小山 90 (43、47)

梅内 秀太郎 那須小川 83 (43、40) 平尾 喜彦 富士ロイヤル 90 (42、48)

成田 朋正 豊岡国際 83 (40、43) 79 金村 利光 茨城 91 (49、42)

犬飼 泰我 中伊豆グリーン 83 (40、43) 中村 能章 上総モナーク 91 (49、42)

40 勝又 英文 朝霧ジャンボリー 84 (46、38) 橋本 禎 都 91 (45、46)

4月1日(金)

2022年関東アマチュアゴルフ選手権第9会場予選競技

沼津ゴルフクラブ 愛鷹・伊豆コース( 6659Yards   Par 72 )


