
期日：7月24日（月）　

会場：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨﾙｽﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ（6,690Yards　Par72） 天　候：曇り

RANK SCORE

1 67 大山 健　

2 69 吉成 文伸　

3 70 中西 泰文　 島村 豆至天　 青木 佐登司　 田口 康祐　 宮川 一男　

8 71 小室 英明　 尾崎 貴司　 上村 努 @ 池上 竜二　 佐藤 剛平　 石原 明　 加藤 献一朗　 山崎 慎一　

16 72 ※吹野 耕一 @ ※加藤 雄二　 ※大野 雅幸　 ※内田 政美　 ※平澤 忠明　 ※加藤 孝春　 ※山高 孝信　 ※鴨林 猛徳　

ジョン バイシック　

25 73 東 幸司 @ 河内 喜文 @ 川崎 憲治　 小川 文平 @ 平戸 秀幸 @ 田島 敏弘　 大野 芳宏　 井上 雅之　

鈴木 淳一 @ 白浜 敏司　 渡邉 則夫　

36 74 森 正洋　 小山 タケ　 水上 晃男 @ 斉藤 清裕 @ 太田 慶治　 松井 康　 真中 幸雄　 長谷川 雄一　

山下 浩和　 中田 辰悟 @ 森 広柚貴　 鳥海 博文　 井坂 伸次 @ 加藤 一成　 冨田 久三 @ 山崎 浩　

52 75 松井 俊之　 中島 徹也　 長峰 全　 高橋 秀明　 瀬良垣 淳 @ 漆谷 旬逸　 小原 健嗣 @ 大川 尚弥　

大山 努　 小池 泰輔　 波木 俊夫　 霜田 邦明 @ 鈴木 正男　 堀江 靖見 @ 岡野 智弘 @ 中前 伸一 @D

吉新 且規　

69 76 山田 学烈　 石川 剛治　 金澤 次男　 橋野 寿造　 小山内 裕仁　

74 77 人見 雅人　 徳世 忠司 @ 今井 正岳 @D 流 英一 @D 吉岡 賢一郎 @ 岡村 善裕 @D 小松 康伸　 廣瀬 照康 @

飯沼 カオル　 佐藤 一俊 @D 田川 美道 @

85 78 山本 治人　 諸星 幸政 @ 宮川 一志 @ 平松 剛 @D 永田 昭二 @ 丸山 智弘　 小石 賢一朗　 田中 耕介　

西野 正裕　 柳沼 達男 @ 星 清　 山内 聡　 青柳 公也　

98 79 中谷 亨 @ 吉田 象司　 草野 俊正 @D 青木 基正　 谷口 英樹 @ 川上 幸男　 坂田 行夫　 坂本 浩　

坂本 幸博 @D

107 80 岩本 博　

108 81 一條 眞寛 @D 大槻 宏　 牟田 脩二　 長岡 進　 小山 宏充 @D

113 82 海老沢 昌平　 鴇田 勉　 広瀬 浩一　 下野 修照 @ 石井 勉 @

118 83 大山 和則 @ 早水 保貴 @D 久保田 剛司　

121 84 鍔本 信一　 野島 修　 早川 守 @D 斉藤 正人 @

125 85 守屋 玄 @D

126 86 佐藤 弘昭　 嶋崎 雅彦　

128 87 宇田 和幸 @D

129 89 山野 純也 @D

130 91 木皿 裕之 @D

欠場 青山 正幸 @ 浅野 博司 @D 横田 淳一 @ 関 信夫　 上野 敬輔 @D 澤井 真琴　 増田 健 山内 丈 @

斎藤 崇人 @D

棄権 坂田 陽一　 中川 泰一　 柳原 英夫　 石井 聖佳　

失格 関 徹也 @

最終予選への通過者

71ｽﾄﾛｰｸまで15名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による72ｽﾄﾛｰｸの8名（※印）の合計23名

2017年度（第27回）日本シニアオープンゴルフ選手権　地区予選（２Ａブロック）成績表

参加者135名

PLAYER


