
天　候：雨時々曇り

期日：2019年7月22日（月）　

会場：東広野ゴルフ倶楽部（7,027Yards　Par72） NO.　　1／1

RANK SCORE

1 68 亀代 順哉　

2 69 友次 啓晴　 田村 光正　 星野 英正　 香妻 陣一朗　

6 70 岩元 洋祐　 園田 謙介　

8 71 平本 穏　 貞方 章男　 榎本 剛志　 井上 敬太　 すし 石垣　 デバルバ ガブリエレ　 福永 安伸　 杉山 佐智雄　

皆本 祐介　

17 72 ※上森 大輔　 ※鈴木 優大　 ※牛島 翔也　 ※木村 佳昭　 ※古川 雄大　@ ※大川 詩穏　 ※ゴン KT　 ※北國 譲斗志　

今井 陽介　 武内 伸悟　 藤島 豊和　

28 73 阿部 剛丈　 上岡 信晴　 関藤 直熙　 藤島 晴雄　 伊藤 修司　 澤崎 安雄　 中西 直人　 河合 庄司　

小泉 洋人　 野上 貴夫　

38 74 田中 大心　 黒木 紀至　 松本 成太　 松田 高明　 石川 裕貴　 南 大樹　 木村 忠昭　 砂川 公佑　@

新木 雄貴　 崎川 将司　 LEE HAN　 弓削 淳詩　 倉敷 優磨　 木嶋 崇人　

52 75 石川 元樹　 駒澤 賢一郎　@ 藤井 伸一　 中村 拓　 久保田 皓也　@ 坂本 篤紫　 榎本 泰治　 青木 康高　

岩田 大河　@ 鎌田 幸市　 屋比久 隆貴　 柴田 忠則　 渡部 光洋　 植田 晃大　@ 檜垣 豪　 小畑 拓威　

68 76 具志 武治　 福永 光伸　 池見 和輝　 牛塚 海斗　@ 工藤 潤　 三日月 良之　 並河 利隆　 当山 秀人　

岡市 瑞樹　@ 原田 大介　 江尻 壮　

79 77 西岡 宏晃　 日高 裕貴　 池田 悠希　@ 重友 稜央　@ 鶴谷 竜一　 井上 高明　@ びけ そばはに　 橋本 龍位　

竹村 知也　 徳光 祐哉　 小川 拓哉　 宮川 勝大　 真野 佳晃　

92 78 坂田 雅樹　 内海 道生　 徳永 勇利　@ 山中 慎志　 吉田 泰基　@ 鈴木 慶太　@ 船津 良介　 岡村 了　

野元 貴弘　 中川 勝弥　

102 79 高橋 誠　 豊山 良　 横田 吉宏　 加藤 龍太郎　 江嶋 太志　 大宜見 賢人　 三倉 誠生　

109 80 新井 清貴　 中澤 大樹　@ 奥田 真司　 牧野 佑司　

113 81 熊 由樹也　@ 小林 丈大　 上村 将司　 山本 幸路　 辻田 晴也　@ 楠田 常乃　@

119 82 吉本 龍斗　@ 橋本 侑樹　@D 松本 浩　

122 83 中東 卓　@

123 84 大橋 浩太朗　@ 佐々木 守章　 伊波 芳准　

126 85 田原 和　@

127 86 横田 浩平　

128 88 田中 康太　@

129 89 森山 凌匡　@ 長谷川 竜一@D

131 95 小川 勝利　@

欠場 細野 勇策　@D 森岡 俊一郎　 桧垣 繁正　 深堀 昌之　

棄権 奥田 健司　

失格

最終予選への通過者

71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72ｽﾄﾛｰｸの8名（※印）の合計24名

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

参加者132名　（アマチュア27名　・　プロフェッショナル105名）

PLAYER


