
天　候：曇り

期日：2017年７月２４日（月）　

会場：カレドニアン・ゴルフクラブ（６９７６Yards　Par７１） NO.　1

RANK SCORE

1 64 大澤 優　@

65

2 66 海老根 文博　

3 67 秋吉 翔太　 HAM JEONGWOO　 櫛山 勝弘@ 金 奉燮　

7 68 山添 昌良　 幡地 隆寛　 細谷 朋生@ 狩俣 昇平　 塚本 岳@ 小野田 享也　 大西 魁斗　@ 横田 真一　

木村 太一@ 中島 徹　 小泉 正樹@ 和足 哲也　 今野 康晴　

20 69 工藤 潤　 丸山 大輔　 KIM JIN-SUNG　 平川 陸斗@ 川岸 良兼　

25 70 星野 陸也　 * 金田 直之@ 久米 朗文　 * 矢部 直弘　 深沢 尚人　 * 光吉 佑樹　 大岩 龍一@ * 市原 建彦　

33 71 坂本 将規　@ 大竹 泰輔　 阿部 大輔　 山崎 帆久登　 若有 宣彦　@ 永松 宏之　 清水 大成　@ 姜　アンディ＠

41 72 大川 功起　@ 鶴田 貴也　@ 船越 紀之　 善 憲之　 矢野 圭介　@ 宮崎 隆　 鈴木 晃祐　@ 堺谷 和将　

吉田 歩生　@ 寺岡 颯太　@

51 73 北川 祐生　 丁 志優　@ 飯田 雄介　 馬渡 清也　@ 藤田 大　 友善 信　 斉藤 慎　 小野 貴樹　

伊藤 泰良　@ 神田 大介　 渋谷 晃太郎　@　D 織谷 高至　 大西 晃次　 KIM INHO　 小椋 啓貴　@ 竹本 直哉　

67 74 渡辺 学　 佐藤 朋行　 岡田 大輔　@ 梶川 武志　 本木 敦登　@ 大田和 桂介　 森杉 大地　 白水 将司　

75 75 猪子 匡史　 齊藤 耕太　@ 金 度熏　 バン ドゥハン　 岩崎 亜久竜　@ 毛利 基文　@ 墳崎 啓輔　 櫻井 カハラ　@

岩崎 誠　 猿田 勝大　 山形 陵馬　

86 76 海老原 秀聡　 山崎 翼　 大石 優　@ 佐藤 瞬　 松井 英和　 照沼 純平　@ 千葉 貴洋　 福原 翔太　

大野 瞬日亮　@ 小野 秀昭　 深堀 昌之　 岩男 健一　 檜山 英一郎　 岩崎 桂介　

100 77 チャンド ディネッシュ　 飛鳥井 正仁　@　D 長野 京介　@ 南本 修　 鈴木 祥一郎　@

105 78 新木 衛　@ 吉田 心　 丸山 塁　 池田 力　 小林 拳史郎　@　D 行徳 健洋　@ 梅内 秀太郎　@

112 79 信岡 史将　@ 菊地 秀明　 五十嵐 瑠亜　@ 佐々木 愁也　@

116 80 岡田 光史　@

117 81 野々垣 真憲　 平石 健太　@ 奥田 創志　@ 渡邉 泰広　@　D

121 82 佐藤 瑛　@ 岡田 圭太　@　D 田中 祐太郎　@

124 83 篠崎 響　@

125 84 浅野 友太郎　@ 岡田 陽太　@　D

127 85 戸﨑 拓海　@　D

86

128 87 安藤 大威賀　@

88

89

129 90 佐山 ヒカル　@　D

91

92

130 93 松島 圭祐　@

94

95

96

97

欠場 松本 将汰　 尾崎 秀平　 中井 賢人　 庄司 将也　@

棄権 小川 洋　 森本 康正　 宮瀬 博文　 鬼澤 友秀　 佐藤 祐樹　 高橋 朋載　 梶原 英明　

最終予選への通過者

69ｽﾄﾛｰｸまでの24名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による70ｽﾄﾛｰｸの4名（※印）の合計28名

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

参加者　　　　137名

PLAYER


