
期日：2018年5月21日（月）　

会場：日高カントリークラブ　東西コース（6,921Yards　Par72）

RANK SCORE

1 72 高橋 正博　 渡邊 達　

3 73 真中 幸雄　 齋藤 義勝　 谷後 則和　 横山 明仁　

7 74 土田 修夢　

8 75 森 正洋　 平林 孝一　 村田 俊宏　 芹澤 大介　 小島 正典　 稲垣 誠二郎　 上村 努@ 深澤 幸雄　

佐藤 剛平　

17 76 島村 豆至天　 小暮 匡央　 飯田 直樹　 文山 義夫　 加藤 孝春　 鈴木 正男　 鷲尾 茂彦　 牧野 裕　

25 77 平山 勲　 青木 民也　 柳岡 充人　 菱沼 孝至　 加藤 雄二　 大野 芳宏　 池内 信治　 徳永 雅洋　

鈴木 信　 市川 幹雄　 落合 祐　 小嶋 光康　 青木 繁之　

38 78 松下 宗嗣@ 田辺 正之　 白浜 敏司　 山内 聡　 平澤 忠明　 萩原 安造　 毛塚 佳寿@ 林 和博@D

46 79 長峰 全　 白金 満明@ 斉藤 友直@ 星 清　 初見 充宣　 中村 安男　

52 80 牟田 脩二　 加藤 優　 渡辺 顕展@ 小田 教久　 下野 修照@ 木村 利治@ 根本 亨@D 森 英一　

滝口 禎昭　 阿久澤 保弘　 加藤 一成　 渡邉 則夫　

64 81 関 信夫　 青柳 公也　 吹野 耕一@ 堀江 靖見@ 木下 幸一@ 山崎 浩　 門田 一弘@D 戸澤 康人@D

鳥海 博文　 松田 守功　 瀬戸口 雅昭@

75 82 長谷川 雄幸@ 寺田 弘幸　 伊藤 正治　 佐藤 弘昭　 森田 直樹　 長谷川 正樹　 坪井 浩一@ 柳橋 正人　

西野 正裕　 山口 祐介@D 遠藤 陽一　 持田 哲哉@D 小山 宏充@ 大内田 慎一郎@

89 83 石井 保行　 平戸 秀幸@ 板橋 正明　 青木 基正　 中村 晃　 小山内 裕仁　 宍戸 重一@ 志澤 淳　

高橋 一雄　 内田 裕@

99 84 大柳 博也@ 池上 竜二　 加茂 靖倫　 河田 淳也　 大野 雅幸　 小林 久幸　 山田 真司　 岩瀬 浩昭　

長岡 進　 流 英一@D 渡辺 敬博　

110 85 石川 剛治　 峯岸 秀雄　 我妻 俊彦　 大庭 英樹　 吉越 修@ 渡辺 輝章　 鈴木 光夫@ 前橋 秀志　

一條 眞寛@D 大槻 宏　

120 86 鹿島 康裕@ 安林 圭孝　 宇津木 仁@D 中島 徹也　

124 87 西川 達彦　

125 88 岩崎 一則@D 舟橋 史郎@ 吉田 象司　 小田切 健彦　

129 89 松下 定弘@ 嶺井 克文　 上畠 哲@

90

132 91 五十嵐 俊一@D 秋元 経男　 早川 守@D

135 92 澤田 潔　 柳原 英夫　

93

137 94 山田 浩之@D

95
96

138 97 岩本 博　

欠場 渡部 富夫@ 小川 文平@ 大山 和則@ 樋口 勝信　

棄権 丸山 一美　 影山 一成　

失格

最終予選への通過者
76ｽﾄﾛｰｸまでの合計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（2Aブロック）成績表

参加者　140 名（アマチュア39名、プロフェッショナル101名）

PLAYER

天　候：晴れ


