
天　候：雨

期日：2018年8月7日（火）　

会場：カレドニアンゴルフクラブ（7,022Yards　Par71） NO. 1／1

RANK SCORE

1 67 松原 大輔　

2T 68 深沢 尚人　 新城 強師　 梶川 武志　 岩男 健一　 野澤 竜次　@

7T 69 嘉数 光倫　 富村 真治　 今野 康晴　 亀井 美博　 安本 大祐　 斉藤 拓也　

13T 70 工藤 潤　 永澤 翔　 ※塚田 好宣　 白倉 渉平　 ※篠崎 紀夫　 ※和足 哲也　 ※PARK BAEJONG　

※小野田 享也　 尾崎 翔太　@

22T 71 佐藤 瞬　 藤田 大　 山岡 成稔　 深堀 圭一郎　 横田 真一　 平川 陸斗　@ 勝亦 悠斗　 小野 耕平　@

御子柴 一輝　 斉藤 慎　 飯島 宏明　

33T 72 大野 由真　 佐久間 秀也　 矢部 直弘　 上野 陸　@ 善 憲之　 LEE HAN　 癸生川 喜弘　

40T 73 額賀 辰徳　 須藤 裕太　 永松 宏之　 岩間 竜一郎　 Yanagisawa WILL　 北川 祐生　 林 恭平　@

中込 憲　

48T 74 小西 奨太　 川上 幸輝　 幡地 隆寛　 村上 貢　 薄 大勝　 植竹 利明　

54T 75 上野 一樹　 高橋 一美　 井手口 正一　 須山 祐介　@ 飯塚 章夫　 野々垣 真憲　 伊澤 秀憲　

小室 圭　@ 加治屋 雅了　

63T 76 加嶋 寿人　 宮崎 隆　 林 稔　 芳崎 陽紀　@

67T 77 小林 浩之　@ 墳崎 啓輔　 戸崎 拓海　@Ⅾ 高橋 朋載　 本 大志　@Ⅾ 市原 弘章　 谷古宇 智紀　

森山 錬　@ 大野 瞬日亮　@

76T 78 岡部 祐太　@ 照屋 貴之　 中村 大聖　@ 斉藤 剛　@ 平石 健太　 篠塚 明宏　 上野 晃紀　 崎山 武志　

竹山 昂成　@ 相磯 太一　

86T 79 高松 瑠偉　 松村　本盛＠ 鈴木 之人　 織谷 高至　 阿部 大輔　 山形 陵馬　 坂牧 優太　

早藤 将太　 南本 修　 鈴木 晃祐　@

96T 80 太崎 敬介　 渡辺 学　 村山 智輝　@ 猪川 頌生　

100T 81 伊藤 奨悟　 梶原 英明　 豊島 豊　@ 細谷 大河　@ 馬場 輝雄　@Ⅾ

105T 82 佐瀬 篤二郎　 平野 誠一　@D 亀山 強　@Ⅾ 岡本 守弘　@Ⅾ 武田 正輝　@

110T 83 石毛 一輝　@ 比留間 育洋　@ 松井 英和　 岩崎 桂介　

114T 84 丸山 泰輝　@Ⅾ 福田 正平　@ 伊藤 勇気　 植原 大作　@Ⅾ

118T 86 宇津木 仁　@Ⅾ 富田 光洋　@Ⅾ

120T 87 天野 仙志　@Ⅾ 酒井 淳　@Ⅾ

122 88 江口 裕輔　@Ⅾ

123 89 小林 響　@

124 90 乾 伸行　@Ⅾ

125 95 蔡 政儒　@

欠場 磯井 怜　@ 福永 和宏　 丹波 久　 眞山 龍太郎　@Ⅾ 千葉 晃太　 金子 憲洋　@Ⅾ 佐藤 卓郎　@Ⅾ KIM JINSUNG　

赤石 怜　@Ⅾ 奥山 大地　@Ⅾ 栗原 聖男　@Ⅾ 佐藤 えいち　 石田 鈴千代　 津曲 泰弦　 川岸 良兼　 村尾 優一　@Ⅾ

棄権 井上 紳也　 尾崎 健夫　 竹田 晃　

失格

最終予選への通過者

69ｽﾄﾛｰｸまでの12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5名（※印）の合計17名

2018年度（第83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128名（アマチュア41名・プロフェッショナル87名）

PLAYER


