
会場：

期日：

エントリー： 102名

出場： 100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 金指 統哉 静岡県ゴルフ連盟 67 (34、33) 吉田 康次郎 ロイヤルスター 76 (38、38) 高橋 洋平 オリムピック 81 (40、41)

2 菱沼 壮太 扶桑 69 (35、34) 秋元 一男 相模原 76 (38、38) 谷繁 元信 府中 81 (40、41)

鈴木 隆太 ザ・レイクス 69 (34、35) 金子 光規 戸塚 76 (38、38) 森 竜也 神奈川 81 (39、42)

原 悠太郎 日本大 69 (34、35) 平田 芳治 湘南シーサイド 76 (38、38) 小池 希吏人 宍戸ヒルズ 81 (39、42)

5 岩崎 寛之 伊豆にらやま 70 (35、35) 鈴木 薫 東京国際 76 (38、38) 高丸 功 上野原 81 (39、42)

佐野 健太 静岡県ゴルフ連盟 70 (33、37) 森田 文哉 山梨学院大 76 (37、39) 87 森 信幸 高根 82 (42、40)

7 宇田川 理茶度 TEAM KGA ジュニア 71 (37、34) 馬場 輝雄 鹿野山 76 (37、39) 杉山 倫久 平塚富士見 82 (41、41)

川﨑 智洋 修善寺 71 (35、36) 48 鹿島 裕樹 プレステージ 77 (41、36) 光宗 一城 東京よみうり 82 (41、41)

松田 永基 太平洋・御殿場 71 (35、36) 進藤 巧 ロイヤルスター 77 (39、38) 大黒 一輝 上野原 82 (39、43)

飯塚 敬吾 日本大 71 (34、37) 光山 富夫 横浜 77 (39、38) 関 茂生 岡部チサン 82 (38、44)

衣笠 洋司 八王子 71 (34、37) 仲西 郷 関東ジュニア 77 (38、39) 92 佐藤 匠真 那須伊王野 83 (39、44)

中村 圭太 茨城 71 (34、37) 西村 真太郎 足利 77 (38、39) 93 鈴木 昌弥 津久井湖 84 (45、39)

太田 智之 穂高 71 (33、38) 神田 秀樹 修善寺 77 (38、39) 谷口 弘孝 オリムピック・レイクつぶらだ 84 (42、42)

14 溝口 丞 日本体育大 72 (36、36) 沼澤 優光 姉ヶ崎 77 (38、39) 95 久保谷 和明 レインボー 85 (48、37)

帰山 雄輔 総武 72 (36、36) 行徳 健洋 東松苑 77 (38、39) 荒井 建次 八王子 85 (40、45)

浅田 竜平 東京五日市 72 (35、37) 久保田 堅士 東名厚木 77 (37、40) 97 出水田 裕輝 富士 86 (39、47)

17 佐藤 大河 東千葉 73 (39、34) 大村 仁乃 関東ジュニア 77 (37、40) 98 飯塚 裕一 藤岡 87 (40、47)

鈴木 聡馬 日本大 73 (37、36) 坪井 浩一 相模原 77 (37、40) 99 高橋 信一 平川 88 (42、46)

奥山 大地 駒澤大 73 (36、37) 上村 侑輝 岡部チサン 77 (36、41) 100 福室 守 レイク相模 90 (49、41)

金森 祐介 富士チサン 73 (36、37) 60 茅野 弘喜 諏訪湖 78 (41、37) 欠場 清野 桜貴 TEAM KGA ジュニア

村山 浩伸 武蔵 73 (36、37) 大友 陽介 那須小川 78 (40、38) 欠場 大島 輝 JGM セベバレステロス

山本 力輝 日本体育大 73 (35、38) 中山 怜音 TEAM KGA ジュニア 78 (40、38)

本間 一太 岡部チサン 73 (34、39) 藤澤 諒 山梨県アマ 78 (40、38)

24 柿澤 琢真 関東ジュニア 74 (38、36) 松田 永浩 清川 78 (39、39)

新垣 厚樹 静岡県ゴルフ連盟 74 (37、37) 猿山 隆二 八王子 78 (38、40)

中嶋 翔生 日本大 74 (37、37) 中村 大聖 JGM セベバレステロス 78 (38、40)

石垣 快音 駒澤大 74 (37、37) 黒木 健太 駒澤大 78 (37、41)

- 以 上、 決 勝 進 出 － 矢部 嘉一 東京国際 78 (35、43)

清水 大雅 日本大 74 (37、37) 69 饒田 剛央 東京国際 79 (41、38)

髙坂 信一郎 TEAM KGA ジュニア 74 (35、39) 下村 俊晴 戸塚 79 (38、41)

30 垣守 博 富士チサン 75 (40、35) 久保 秀成 八王子 79 (37、42)

吹野 耕一 富士笠間 75 (39、36) 72 伊藤 颯汰 TEAM KGA ジュニア 80 (43、37)

加藤 祐紀 日本大 75 (39、36) 貞廣 祐孝 東名 80 (41、39)

岡部 実 東京都アマ 75 (37、38) 小池 健心 房総 80 (40、40)

星野 豪希 房総 75 (36、39) 志村 翔太郎 境川 80 (40、40)

麻生 悠人 早稲田大 75 (36、39) 吉田 壮一郎 さいたま 80 (39、41)

大久保 海 葉山国際 75 (35、40) 阿出川 宗哉 扶桑 80 (38、42)

岡田 海斗 那須小川 75 (33、42) 渡邊 絢心 東名厚木 80 (37、43)

38 林 寛雄 レイク相模 76 (40、36) 79 屋代 亮 大厚木 81 (43、38)

森久保 剛 津久井湖 76 (39、37) 久田 謙 武蔵 81 (41、40)

小室 敬偉 カレドニアン 76 (39、37) 恩田 拓哉 那須小川 81 (40、41)

4月25日(月)

2022年関東アマチュアゴルフ選手権第3ブロック大会

多摩カントリークラブ( 6718Yards   Par 72 )


