
天　候：晴れ

期日：2017年7月18日（火）　

会場：浜野ゴルフクラブ（7,142Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 65 松上 和弘　 岩富 凱也　@

3 66 古田 幸希　 横尾 要　 貴田 和宏　 松岡 啓　 大塚 智之　 小浦 和也　 小村 優太　@

10 67 牧 智也　 西村 和也　 長澤 稔　 小西 貴紀　

14 68 井上 信　 杉山 知靖　 中島 マサオ　 佐藤 圭介　 高柳 直人　 石坂 友宏　@ 木下 裕太　 澤田 健一　

川上 優大　 鈴木 貴也　

24 69 ※中里 光之介　 ※吉田 隼人　@ ※笠原 瑞城　 和田 章太郎　 ※井上 項音士　

29 70 原口 鉄也　 吉村 明恭　 高橋 竜彦　 佐藤 大平　 津曲 泰弦　 河野 祐輝　 額賀 辰徳　 鈴木 敬太　@

金原 原碩　 高橋 佳祐　 中込 憲　

40 71 松本 幹久　@ 櫻井 将大　 林 稔　 田中 章太郎　@ 河瀬 賢史　 安間 魁　@ 三田 真弘　@ 根本 伊織　

山本 隆大　 鹿志村 光一　 野仲 茂　 植木 祥多　@

52 72 浅田 史樹　 秀島 寛臣　 飯沼 大輔　 鈴木 優太郎　 西片 太一　@ 小林 克也　 小川 厚　 徳光 祐哉　@

松井 弘樹　 谷川 泰輔　 宮崎 隆司　 庄田 晋也　 姜 秀一　 好川 耕司　 江口 勇也　@

67 73 谷浦 祐治　 富村 真治　 小山内 護　 栗原 一浩　 尾崎 慶輔　 小池 秀夫　 加藤 勇希　@D 呉 英彪　@

御子柴 一輝　 内藤 慶　 石渡 和輝　 糸永 達司　

79 74 市川 雄三　 久我 拓也　@ 野口 裕太　@ 山崎 真也　 村上 貢　 伊藤 優太　@ 大野 由真　 山田 大晟　@

87 75 プラサド ラジーフ　 芦川 正敏　 石川 雄姿　@D 太田 直己　 小林 一久　 田辺 隆一　@D 多胡 公博　@D 関 凌之介　@

95 76 森 昌俊　@D 阿部 裕樹　 富山 成吾　 高橋 真央　@ 靏見 大樹　

100 77 杵鞭 謙二　 原田 大雅　@ 平野 大樹　@D 太田 陽介　

104 78 井口 誠一　 新井 匠　@D 阿久津 由生　 平野 正行　@ 菊地 晋太朗　@D 新垣 厚樹　@

110 79 斉藤 正人　@ 小澤 友　@D

112 80 高橋 怜央　@ 大野 裕史　@D 村上 和隆　@D

81

115 82 皆藤 慎太郎　@ 和田 和己　@D 宇佐美 祐樹　 高橋 洋　@D 森 幹太　@D 小林 響　@ 岩沢 一輝　@

122 83 高橋 伸英　@ 東 幸司　@

124 84 徳世 忠司　@ 三上 賢太郎　@

126 85 松岡 悠馬　@D

86
87
88
89
90

127 91 平方 彰　@D

128 92 佐藤 卓郎　@D

93
94
95
96
97
98

欠場 村尾 優一　@D 安保 勇希　@ 菅野 義稀　@D 鈴木 隆太　@D 副田 裕斗　 勝田 兵吉　@D 坂輪 成章　@D 辻下 英良　@D

中村 敬一　@D 西原 明　@D

棄権 森川 孝昭　@D 飯島 宏明　 小林 喜律　@D 山本 浩　@D 木下 康平　 吉田 良彌　@

失格

最終予選への通過者

68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69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（2Cブロック）成績表

参加者　134名

PLAYER


