
天　候：曇りのち晴れ

期日：2018年5月14日（月）　

会場：平川カントリークラブ（6,963Yards　Par72） NO.　1

RANK SCORE

1 70 細谷 典生

71

2 72 飯塚 信太郎　

3 73 山田 義孝　 半田 実 中山 正芳　 光山 富夫　@ 西川 幸一郎　@

8 74 大山 努　 野上 浩一　 安田 浩二　 小池 丈晴　 山崎 慎一　

13 75 山田 年之　 三好 慶智加　 内田　政美 丸山 智弘 水上 晃男　@ 遠山 武志　@ 岩橋 正治　@ 大谷 朗

21 76 中根 初男　 田中 耕介 尾崎 健夫　 ※渡辺 義徳 ※久我 明　 ※福田 裕至　 ※金子 柱憲　

田中 良博　@

29 77 中田 辰悟　@ 小室 英明　 高橋 秀明　 田代 猛　@ 渡部 善一　 佐藤 滋行　 柳澤 信吾　@ 半沢 岳　

加藤 悦男　 飯沼 カオル　

39 78 杉谷 嘉宣　 木村 元博　 人見 雅人 冨田 久三　@ 長谷川 雄一　 田口 康祐　 渡部 美和　@ 林 武司　

金子 登喜雄　

48 79 中川 泰一　 堀内 健　@ 宝力 寿教　 増田 健 山口 裕二 金子 達也 加藤 勝己　 石井 聖佳　

鈴木 淳一　@ 河内 喜文　@ 岡野 智弘　@ 田島 敏弘　 須藤 聡明　

61 80 小石 賢一朗　 南澤 聡 小溝 高夫　 吉成 文伸　 石井 勉　@ 中西 泰文　 中村 修　 出水田 勝則　

　関 宣仁　 川崎 信弥　 尾崎 貴司　 比嘉 強　 渕上 博俊 多田 泰善 松井 道則　@ 中村 正美　@

野崎 泰行　 小池 泰輔　

79 81 飯合 肇　 津葉井 慎弥　@ 坂本 浩　 羽野 隆則　 野口 明宏　 信岡 史将　@ 中島 敏郎　 小野 精二　

87 82 小達 敏昭　 飯塚 裕一　@ 今西 圭介　 久保田 剛司　 大澤 信行　@ ジョン バイシック　 高橋 忠朗　 大久保 訓@D

佐々木 孝則　 山本 治人　 山高 孝信　

98 83 宮川 一志　@ 北澤 浩二　@ 牧野 龍一郎　@ D光山 成夫　@ D 諸星 幸政　@ 後藤 光吉　 吉田 光男　 波木 俊夫　

小松 康伸　 齋藤 万寿夫　

108 84 小川 勝斗　 徳世 忠司　@

110 85 外舘 弘　 山田 学烈　 広瀬 浩一　 青山 薫　 皆川 昇　 田川 美道　@ 斉藤 正人　@ 宮澤 秀成　

118 86 笠井 義久　 後藤 剛　 福田 尚也　 近藤 義一　@ 金澤 次男　 岡村 善裕　@ D 皆藤 慎太郎　@

125 87 草野　俊正 @ 酒井 昌伸　@ D

127 88 川上 幸男 島田 昇二郎　@ D中前 伸一　@

130 89 漆谷 旬逸　

90

91

131 92 高井 聡　@ 矢ヶ崎 隆夫　@ D

133 93 澤田 晃　 佐藤 高文　@ D

94

95

96

97

98

99

135 100 山内 丈　@

欠場 佐藤喜三夫@ D 岡 時彦@ D 早水 保貴　@ 風間 智行　@ 外川 栄治　@ D 成塚 義治　@ 小野寺 智夫　@

棄権 大森 利郎　 棚沢 博　

失格

最終予選への通過者

75ｽﾄﾛｰｸまでの20名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による76ｽﾄﾛｰｸの4名（※印）の合計24名

2018年度（第28回）日本シニア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　(アマチュア 42名・プロフェッショナル 95名)

PLAYER

mailto:佐藤喜三夫@%20D

