
天 候：曇り

期日：2019年7月22日（月）　

会場：平川カントリークラブ（6,963Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 68 @水上 晃男　

2 69 芹澤 大介　

3 70 平山 勲　

4 71 平澤 忠明　

5 72 大野 芳宏　 石川 剛治　 @東 幸司　 小嶋 光康　 高橋 正博　 @河内 喜文　 鳥海 博文　

12 73 中 ツネユキ　 福永 和宏　 小山内 裕仁　 尾崎 健夫　 @岡野 智弘　

17 74 ※@小野寺 智夫　 ※長谷川 雄一　 ※半田 実　 @光山 富夫　 加藤 賢一郎　 ※長峰 全　 ※佐藤 剛平　 ※@室野 歩　

※@大内田 慎一郎　

26 75 @岩橋 正治　 飯沼 カオル　 小暮 匡央　 @菊池 幸人　D @山田 竜平　 @衣笠 洋司　 高橋 秀樹　 深澤 幸雄　

高木 克仁　

35 76 @斉藤 友直　 星 清　 飯田 直樹　 小石 賢一朗　 小林 康弘　 三好 慶智加　

41 77 金 鍾鎭　 立山 光広　 小室 英明　 嶺井 克文　 @伊藤 智史　 町島 久晴　 加藤 悦男　 田口 裕二　

松本 文和　 @横須賀 可典　D 村田 俊宏　 徳世 忠司　

53 78 @平澤 章好　D 大屋 和茂　 田中 耕介　 牟田 脩二　 @上重 修　 北原 成史　 @流 英一　D 川崎 信弥　

後藤 剛　 渕上 博俊　

63 79 川上 衛　 波木 俊夫　 @福井 浩之　D 菊地 秀明　 金子 達也　 落合 祐　 @持田 哲哉　D 山田 学烈　

林 武司　

72 80 @大神田 巧　 @松本 武夫　 鹿志村 光一　 @土井 克祥　 渡辺 義徳　 ジョン バイシック　 川上 幸男　 @遠山 武志　

半沢 岳　 @下野 修照　 小倉 雅人　 @増田 秀仁　 三浦 勝己　 中村 修　 木村 元博　

87 81 文山 義夫　 @木村 裕亮　 @田代 猛　 野崎 隆　 清水 信行　 @志村 和彦　D 横山 健士　

94 82 福田 尚也　 遠藤 陽一　 野口 明宏　 @長谷川 主一　D 山田 年之　 @家泉 英明　 @渡辺 幹根　 山田 真司　

102 83 @林 和博　D 大谷 朗　 大槻 ひろし　 浅原 淳一　 @諸星 幸政　 @白井 敏夫　 @中前 伸一　D @千野 英樹　

@北澤 浩二　

111 84 勝又 正人　 @高橋 静司　D @藤井 隆之　D 瀬倉 孝則　 @堀内 健　

116 85 @小澤 富男　 @榎本 盛　D @堀江 靖見　 @佐藤 高文　D 阿久澤 保弘　 @野村 卓洋　D

122 86 @丸山 仁克　D @上畠 哲　 @海老原 徳彦　D 加藤 勝己　

126 87 小川 勝斗　 @元木 宏　D

128 88 金子 時男　 @若岡 良樹　D 名執 彰　

89

131 90 @川島 健二　D

132 91 @加藤 明夫　D

92

133 93 澤田 晃　

134 94 @小菅 憲太郎　D

135 95 @北牧 裕幸　

欠場 @宮川 一志　 @鈴木 淳一　 @和田 博　 桑原 将一　 @田村 敏明　 @根本 亨　 @高井 聡　 @鹿島 康裕　

棄権 @斉藤 正人　

失格

最終予選への通過者

73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74ｽﾄﾛｰｸの7名（※印）の合計23名

2019年度（第29回）日本シニアオープンゴルフ選手権　地区予選（２Bブロック）成績表

参加者　136名（アマチュア 56名　・　プロフェッショナル   80名）

PLAYER


