
天候 ： 雨　時々　曇り

期日：2020年7月6日（月）　

会場：平川カントリークラブ（6,864Yards　Par72） NO.　１／１

RANK SCORE

1 67 上野 陸　@ 大野 倖　@

3 68 小林 大河　@

4 69 杉山 知靖　 竹内 優騎　 出水田 裕輝　@ 豊見里 友作　 河瀬 賢史　 鈴木 豪　

10 70 内藤 寛太郎 小袋 秀人 石田 鈴千代 丸山 大輔 梅山 知宏 高野 碧輝　 井上 信　

17 71 中里 光之介　 鈴木 晃祐　@ 石川 航　@ 伊藤 敏明　 上野 晃紀　 小澤 玲央　@

23 72 ※小浦 和也 ※水上 龍樹 原 敏之　 宮瀬 博文　 津曲 泰弦　 岡部 雄斗　@ 上野 一樹　 伊波 雄大　

31 73 中山 智　 山路 幹　 山本 隆大　 阿部 大輔　 竹山 昂成　@ 丹波 久　 岩崎 誠　

38 74 太田 直己　 内藤 慶 百目鬼 光紀 東 幸司　@ 大澤 優　@ 高橋 竜彦　 坂田 一真　@ 市原 建彦　

白石 星南　@ 齊藤 陸　

48 75 石毛 巧　 植田 大貴　 大岩 龍一　 冨永 浩　 中島 マサオ　 宮崎 隆司　 佐藤 瞬　 樫本 剛平　

操上 眞廣　@ 善 憲之　

58 76 波多江 崇　 齊藤 耕太　@ 塚田 好宣　 坂本 柊人　@ 岡部 開斗　@ 細谷 幹　@ 竹原 佳吾　@ 山崎 裕也　

角 海利　 米倉 和良　 村尾 優一　@

69 77 竹内 輝樹　 伊藤 有志　 金子 佳矢　@ 服部 大輔 永松 宏之 大久保 海　@ 渡部 智仁　@ 小林 拳史郎　@

石渡 和輝　 石谷 竜月希　@ 遠藤 銀河　@

80 78 鳥海 博文　 丸尾 健一郎　 池田 力　 森 幹太　@ 仲宗根 寛瑛　@

85 79 佐藤 飛鳥　@ 石原 航輝　 毛利 一成　 浅田 竜平　@ 富永 龍輝　@ 佐々木 勇　 田中 耕介　 飯野 遥生　@

93 80 岩舘 輝　@

94 81 新木 衛　@ 金　鐘鎭 深尾 健太　@ 安蒜 真輝　@

98 82 時本 晃志　@ 田辺 隆一　@ 近藤 直杜　@ 中川 虎ノ介　@ 金子 憲洋　@ 荒川 淳　

104 83 松岡 正士　@ 柳澤 賢仁　@ 近藤 駿介　@

107 84 佐竹 晶　

108 86 八木沢 浩心郎　@

109 89 村上 和隆　@

110 91 尾山 智洋

111 93 朝日向 雅　@

112 98 斉藤 正人　@

欠場 高柳 直人　 阿部 真太郎　 小田切 俊樹　 豊島 豊　@ 幡地 隆寛　 永井 哲平　 西山 大広　

棄権 横尾 要　

失格

最終予選への通過者

　　　71ｽﾄﾛｰｸまでの　22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　2名（※印）の合計　24名

2020年度（第85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　113名（アマチュア　49名 ・ プロフェッショナル　　64名）

PLAYER


