
天候 ： 曇り

期日：2019年7月23日（火）　

会場：ザ・ロイヤルゴルフクラブ（7,385Yards　Par72） NO.　１／１

RANK SCORE

1 67 増田 伸洋　

2 68 米倉 和良　 徳永 圭太　 CHUN ERIC　 KIM SEONGHYEON　 チョイ ジェイ　 伊藤 有志　

8 69 和田 章太郎　 光吉 佑樹　 永野 竜太郎　 山本 隆允　 金子 敬一　 林 拓希　

14 70 藤島 征次　 高橋 直也　 諸藤 将次　 松田 一将　 小野田 享也　

19 71 猿田 勝大　※ 河野 祐輝　※ 櫻井 将大　※ 山本 太郎　 小川 文也　 ウオンワニ アーノンド　 清水 一浩　 小田 新　※

柳澤 誠司　※ 岡部 大将　※

29 72 中島 邦宏　 照沼 恭平　 三重野 里斗　 中込 憲　 成松 亮介　 伊藤 誠道　 北川 祐生　 尾崎 慶輔　

谷山 優太　 岩井 亮磨　 鈴木 康正　 吉村 明恭　

41 73 金田 直之　 笠原 瑞城　 伊藤 刻矢　@ 大金 高平　 松上 和弘　 岩本 一陽　 前田 光史朗　@ 西村 匡史　

小浦 和也　 庄田 晋也　 内藤 寛太郎　 大関 翔　 井上 項音士　 福原 翔太　

55 74 吉田 大輔　 杉山 知靖　 高橋 佳祐　 佐野 健太郎　 古田 幸希　 川崎 政志　 平塚 哲二　 東家 賢政　

芹澤 慈眼　@ 豊田 龍生　@ 幡地 隆寛　 猪狩 広大　 吉田 真典　 宇佐美 祐樹　 新長 隆弘　 杉原 大河　@

斉藤 主将　 湯本 開史　

73 75 石丸 雄大　 岡部 大輔　 河本 力　@ 檜山 英一郎　 樫本 剛平　 森 博貴　 矢島 篤　 安間 魁　@

市川 雄三　 内田 佳吾　 杦本 晃一　

84 76 櫻井 大樹　 成冨 晃広　 松井 弘樹　 山田 大晟　 長澤 幸治　 大野 瞬日亮　@ 佐藤 祐樹　 杉本 エリック　

照屋 佑唯智　 高柳 直人　

94 77 松岡 利樹　 岡田 壮広　 山名 英統　 鈴木 勝文　

98 78 園田 一海　@ 本庄 政哉　@D

100 79 荒井 大和　 細谷 朋生　@ 小西 健太　 山田 聖也　@ 坂牧 優太　

105 80 菊地 倫彦　

106 81 内山 海聡　@ 儀保 和　@ 大野 芳宏　

109 82 清川 博　@D 宇崎 利洋　 笠原 将揮　 土屋 洋一郎　

113 83 高木 康誠　@ 佐々木 康夫　@D 伊藤 慎吾　

116 84 松本 真輔　@D 城 尚輝　@ 三原 玄　@D

119 85 新村 駿　@

120 86 小保方 徹　@

87

121 88 松岡 正士　@D 伊藤 俊輔　@

89

123 90 高坂 文広　@D

124 93 妹尾 正巳　@D

125 95 若狭 雄二　@

欠場 藤城 聖太　@D 佐藤 飛鳥　@ 菅間 隆夫　 鈴木 祥一郎　@ 薗田 峻輔　 広瀬 彰太　@D

棄権 長岡 進　 中島 マサオ　 幡谷 仙秀　@D

失格

最終予選への通過者

70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71ｽﾄﾛｰｸの6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（2Aブロック）成績表

参加者　128名（アマチュア　28名 ・ プロフェッショナル　100名）

PLAYER


