
天 候：曇り

期日：2019年7月19日（金）　

会場：浜野ゴルフクラブ（7,217Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 66 小袋 秀人　

2 67 永松 宏之　 @眞山 龍太郎 寺岡 颯太　 石渡 和輝　

6 68 @植木 祥多 岩本 高志　 ケマー ダッジ　 芦沢 宗臣　 小西 奨太　 齋藤 光博　

12 69 塩見 好輝　 @伊藤 優太 貴田 和宏　 中井 賢人　 坂本 雄介　 @加藤 渉 @白石 星南

19 70 ※竹内 大　 ※竹尾 亮輔　 ※佐藤 圭悟　 @村上 拓海 ※津曲 泰弦　 永井 哲平　 ※@岡部 祐太 ※勝又 崇之　

高橋 竜彦　 永澤 翔　 加藤 俊英　 ※金 永雄　

31 71 鈴木 之人　 山路 幹　 佐藤 圭介　 伊東 一樹　 小林 克也　 @坂本 柊人 松村 大輝　 横尾 要　

市原 建彦　 古庄 紀彦　 飯沼 大輔　 原口 鉄也　 @武田 正輝 @遠藤 銀河 @佐藤 雄紀

46 72 徳世 忠司　 山本 隆大　 鈴木 貴也　 神田 大介　 伊丹 健二　 浅田 史樹　 古波津 柊　 久志岡 俊海　

佐藤 えいち　 尾野 仁啓　 高花 翔太　 深堀 雷斗　 @東 幸司 徳元 中　 小野 秀昭　

61 73 坂本 聡　 鈴木 敬太　 尾崎 翔太　 宮崎 隆司　 小泉 正樹　 西村 和也　 甲斐 慎太郎　 川合 昇平　

上野 晃紀　 @宝泉 研輝 宮崎 隆　

72 74 @金子 憲洋 千葉 晃太　 谷川 泰輔　 大塚 智之　 御子柴 一輝　 中山 智　 川上 優大　 秀島 寛臣　

仙庭 俊哉　 高橋 一美　 牧 智也　 小林 一久　

84 75 松本 将汰　 @鈴木 雄太 豊田 陽祐　 @松本 正樹 @本 大志 白水 将司　 鈴木 悠介　 加藤 真司　

@野口 裕太 靏見 大樹　 鈴木 寛　 姜 秀一　 @操上 眞廣 豊見里 友作　 @長野 京介

99 76 相磯 太一　 井手口 正一　 半田 匠佳　 @齊藤 耕太 鬼澤 友秀　

104 77 @馬渡 清也 山内 拓也　 小浜 亮二　 染宮 慶　 小田切 俊樹　 山崎 真也　 中島 旺　

111 78 井口 誠一　 内田 康介　 @岡田 大輔 山崎 帆久登　 永田 真樹　 伊藤 勇気　

117 79 中井 学　 栗原 一浩　 @鴨野 勝 吉本 侑平　

121 80 河野 翔太　 @大原 俊弘

123 81 田中 聖也　 宮國 雄一朗　

125 82 @馬場 輝雄　D @斉藤 正人 @小林 隆寿 @石岡 丈 尾山 智洋　

130 83 勝浦 清和　

131 84 @川部 真一

132 85 @富田 光洋　D

133 90 @長井 陽一

134 97 @江島 隆平

欠場 @呉 英彪 丹波 久　 @緑川 貴大 @奥山 大地　D @中村 風起人　D 木下 康平　

(地区予選免除） @櫛山 勝弘 @岩崎 亜久竜 @鈴木 晃祐

棄権 矢澤 洋次郎　

失格

最終予選への通過者

69ｽﾄﾛｰｸまでの18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7名（※印）の合計25名

2019年度（第84回）日本オープンゴルフ選手権　地区予選（２Cブロック）成績表

参加者　135名（アマチュア   33名　・　プロフェッショナル   102名）

PLAYER


