
天　候：雨

期日：2019年7月16日（火）　

会場：カレドニアン・ゴルフクラブ（7,069Yards　Par71） NO.　1／1

RANK SCORE

1 66 安本 大祐　

2 67 @ 黒川 航輝

3 68 阿久津 未来也　 @ 平本 世中

5 69 富村 真治　 野仲 茂　 大岩 龍一　 深堀 圭一郎　 白 佳和　

10 70 岩男 健一　 太田 直己　 @ 鈴木 隆太 狩俣 昇平　 阿部 大輔　 中道 洋平　 小山内 護　

17 71 ※吉田 隼人 ※竹内 寿樹 ※猪川 頌生 ※池田 力 ※@ 黒川 逸輝 @ 吉田 歩生

23 72 丸山 大輔　 松原 大輔　 上野 一樹　 @ 大澤 優 亀井 美博　 芳賀 洋平　 河瀬 賢史　 北村 晃一　

仲村 譲二　 杵鞭 謙二　 遠藤 彰　 堺谷 和将　 @ 石毛 一輝

36 73 勝亦 悠斗　 菊池 純　 芦川 正敏　 伊東 長明　

40 74 善 憲之　 谷浦 祐治　 太田 祐一　 中島 徹　 井上 信　

45 75 @ 清川 亨 和足 哲也　 関 凌之介　 高橋 朋載　 @ 上野 陸 今野 康晴　 李 界人　 @ 荒井 陸

小野 重輝　

54 76 水上 龍樹　 癸生川 喜弘　 猪子 匡史　 宮瀬 博文　 清水 政志　 @ 丁 志優

60 77 前川 太治　 小室 順　 船越 紀之　 林 稔　 @ 宮崎 琉 佐藤 瞬　 藤田 雄紀　 村上 哲弥　

68 78 深沢 尚人　 @ 竹山 昂成 @ 矢野 圭介 村上 貢　

72 79 中内田 聖也　 薄 大勝　 @ 百目鬼 光紀 井原 健　 織谷 高至　 @ 佐藤 卓郎 大野 和良　 白石 大祐　

@ 田辺 隆一

81 80 三木 龍馬　 高橋 慧　 市原 弘章　 宇田川 聡士　

85 81 @ 斉藤 剛 西田 幸一　 大竹 泰輔　

88 82 池村 晃稀　 藤井 翔大　 竹内 廉　 @ 山本 世那　D @ 浅野 友太郎 南本 修　

94 83 中川 叶唯

95 84 廣田 育千　 野々垣 真憲　 田中 耕介　

98 85 @ 梅澤 拓望　D @ 村上 和隆　D @ 山岡 豊　D

101 86 @ 吉永 竜　D @ 昌山 大暉

103 88 @ 守谷 玲雄 @ 小室 圭 @ 壬生田 徳礼　D

106 89 @ 村井 忠行　D

107 90 荒川 淳　

108 91 @ 大沼 英次　D

109 93 @ 丹野 隆幸

110 95 @ 倉垣 智宏　D

111 97 @ 吉松 朋　D

112 98 @ 堀内 誠　D

欠場 @ 安岡 正博　D 飯田 雅樹　 @ 鈴木 祥一郎 @ 天野 仙志　D @ 竹内 秀 中里 光之介　 磯井 怜　 大西 晃次　

佐藤 太地　 @ 川原 利之　D

@ 清水 大成

棄権 海老根 文博　 @ 清水 蔵之介 斉藤 慎　

最終予選への通過者

70ｽﾄﾛｰｸまでの16名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による71ｽﾄﾛｰｸの5名（※印）の合計21名

2019年度（第84回）日本オープンゴルフ選手権地区競技　成績表

参加者　115名

PLAYER

（地区予選免除）


