
天　候：晴れ

期日：2017年7月10日（月）　

会場：茨城ゴルフ倶楽部・西コース（7,052Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

66
1 67 谷山 優太　 岡田 壮広　 鈴木 一徳　 竹安 俊也　 菊池 純　

68
6 69 小袋 秀人　 荒井 雅彦　 高橋 正博　 杉田 龍英 @ 岩井 亮磨　 勝俣 陵 @ 西田 幸一　

13 70 小島 慶太　 吉田 大輔　 高田 聖斗　 長澤 幸治　 櫻井 大樹　 丹波 久　 芳賀 洋平　 三木 龍馬　

三好 正展　 古庄 紀彦　 植竹 利明　

24 71 東家 賢政　 川根 隆史　 長谷川 雄一　 竹内 輝樹　 ※吉田 悟　 ※伊藤 誠道　 ※徳元 中　 ※蛭田 玲於 @

32 72 赤石 享大　 Yanagisawa WILL　 森 博貴　 山名 英統　 染谷 朋幸　 亀井 美博　 山内 拓也　 豊田 陽祐　

栗原 悠宇 @ 今野 一哉　 谷口 嵩聡　 斉藤 拓也　

44 73 高松 瑠偉　 薄 大勝　 宝泉 研輝 @ 吉田 賢司　 久保 超路　 村上 哲弥　 佐久間 秀也　 森 実佐樹　

亀井 優貴　 菅間 隆夫　 浮ケ谷 博之 @ 早藤 将太　

56 74 福永 和宏　 岡野 良祐　 佐藤 飛鳥 @ 癸生川 喜弘　 伊藤 敏明　 井原 健　 佐藤 圭悟　 竹内 寿樹　

内田 勝也　 高橋 宝将　 小川 文也　 甲斐 慎太郎　 西村 匡史　

69 75 服部 大輔　 鷹巣 聖孝　 坂本 聡　 五十嵐 将司　 河野 晃一郎　 関 徹也 @ 里 祐太郎　 伊藤 勇気　

77 76 一反田 拓三　 島田 隆央　 須藤 裕太　 齋藤 光博　 松村 本盛 @ 竹内 規晃 @ 高橋 一美　 柚木 将吾 @

斉藤 主将　 伊藤 花 @

87 77 伊丹 健二　 小室 敬偉 @ D 佐野 健太郎　 井手口 正一　 上野 陸 @ 松岡 利樹　 小島 謙太郎　 猪狩 広大 @

小池 良太郎 @ 中川 しげる　

97 78 柳澤 誠司　 加嶋 寿人　 坂本 一馬 @ 中里 鉄也　 岡部 大輔　 石毛 巧　 石原 航輝 @ 山藤 総悟　

105 79 武田 大輔 @ 大野 和良　 竹渕 淳　 相磯 太一　 神 佳郎 @ 曽原 和樹 @

111 80 瀬良垣 淳 @ 米澤 龍太郎 @

113 81 松井 篤 @ 山田 剣臣 @D 竹澤 瞬 @ 杉谷 嘉宣　

117 82 佐藤 秀也　 竹尾 亮輔　 吉田 真典　 矢ヶ崎 隆夫 @

121 83 阿美谷 尚大 @D 吉藤　早武 @ 鴨野 勝 @ 井坪 佑介 @

125 84 蔡 政儒 @ 橋爪 晃彦　

127 85 吉田 謄人

128 86 古賀 浩輝 @ 小川 晴也 @D

130 87 山口 林太郎 @D

88
89
90
91
92
93
94

131 95 中川 賀文 @D

欠場 内海 道生 木下 幸一 @ D 作村 伸 @D 金子 敬一　 黒川 肇 @D

棄権 堀野 晃二　 金森 圭史朗@D 金森 圭太朗@D

失格

最終予選への通過者
70ｽﾄﾛｰｸまでの23名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による71ｽﾄﾛｰｸの4名（※印）の合計27名

2017年度（第82回）日本オープンゴルフ選手権　地区予選（2Aブロック）成績表

PLAYER



　

　


