
期日：2017年5月23日（火）　

会場：名古屋ゴルフ倶楽部（5,992Yards　Par70） NO.　1／1

RANK SCORE

1 71 若松 英彦

2 72 岡 藤太郎

3 73 伊藤 哲彦 白石 一則

5 74 伊藤 敬星 幡谷 仙秀 宮本 敏幸

8 75 藤井 一久 井上 泰人 河島 歳明 神田 輝彦

12 76 石見 忠志 長谷川 一 森本 伸幸 寺本 育司

16 77 山本 昇次 荒川 慶量 奥村 寿英 喜田 幸治　 木下 𠮷隆 根本 幸範 植木 重行

23 78 川原 利之 知切 四書 ※眞銅 孝安 小出 武

27 79 岡田 武 山元 利男 杉本 和重

30 80 夕田 大夢 河原 定夫 久保 秀成

33 81 水野 隆美 徳弘 広明 春木 泰行 西野 工 恵良 泰之

38 82 堀江 幸弘 出月 猛 服部 勝重

41 83 竹澤 博 日下部 豊明 岩﨑 智広 藤原 明 小林 豊明 吉田 豊　 安慶名 俊彦　 奥田 和人

49 84 丸山 和也 大川 淳 星野 英昭 勝田 敏彦　 川本 剛久　 長谷川 竜一 藤﨑 研

56 85 新田 量二 河内屋 英 田中 稔浩 普光 真生 服部 二三夫　 中嶋 一成　 岩田 光生 広瀬 康二

64 86 赤木 寛紀 溝端 英之

66 87 大野 裕史 木村 正隆 三木 学 酒井 勉 寺本 忠司

71 88 川田 勝彦 竹村 誠 神戸 直樹

74 89 川合 比呂志 小森 康弘 田中 達也

77 90 中村 聡 堀口 聡 氏原 浩一 簗瀬 慎二 栗田 誠司 竹川 次雄　 黒田 光一

84 91 尾崎 優 宮田 雅之

86 92 名倉 邦宏 片岡 治 山根 広昭 伊藤 智

90 93 緒方 政雄 永田 元昭

92 94 倉垣 智宏 松田 晃聡 山野 剛史

95 95 坂本 孝一 百野 公雄 松波 孝之 大西 良昌 藤井 智宏

100 96 まきんたいやー すこっと 林 伸 佐多 直樹　 松倉 慶與

104 97 菊川 裕史 前中 克樹

106 98 新美 和之 薬師 信一

108 99 飯田 晃久 南山 哲朗

100

110 101 北原 宏修

111 102 井上 潔　 三好 裕策

103
104

113 105 川端 啓司

114 121 地引 良幸

欠場 中山 竜己 中西 正一 松嶋 和己 奥田 智也 米満 宏真 松田 孝一

棄権
失格

地区予選への通過者

   77ｽﾄﾛｰｸまでの    22名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による  78  ｽﾄﾛｰｸの1  名（※印）の合計 23 名

2017年度（第82回）日本オープンゴルフ選手権　ドリームステージ（1Fブロック）成績表

参加者　114名

PLAYER

天　候：晴れ


