
天候 ：曇り時々雨

期日：2020年7月9日（木）　

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

RANK SCORE

1 67 古庄 紀彦　

2 68 山形 陵馬　 永澤 翔　 猪川 頌生　

5 69 野呂 涼　

6 70 松田 一将　 勝俣 陵　 猿田 勝大　 狩俣 昇平　

10 71 東家 賢政　 河本 力　@ 岡部 大将　 亥飼 台　@ 馬渡 清也　 飯塚 章夫　

16 72 ※本 大志　@ ※竹内 大　 ※豊田 龍生　@ ※伊藤 刻矢　@ ※大嶋 炎　 ※半田 匠佳　 ※関 将太　 ※佐藤 佑樹　

※泉川 メイソン　 ※山岡 成稔　 伊東 一樹　 松井 弘樹　

28 73 杉原 大河　@ 佐藤 圭介　 眞山 龍太郎　@ 佐藤 えいち　 金子 敬一　 中村 鎌大　@ 西村 匡史　 儀保 和　@

平井 俊光　 市原 弘章　 遠藤 真　 鍋谷 太一　 川合 昇平　 園田 一海　@

42 74 金田 直之　 岡田 圭太　@ 齋藤 光　@ 佐藤 宇紘　 植竹 利明　 岩間 貴成　 高花 翔太　 高松 瑠偉　

新村 駿　@ 小西 奨太　 墳崎 啓輔　 櫻井 大樹　 宮内 孝輔　

55 75 山本 太郎　 吉田 歩生　 小野 貴樹　 靏見 大樹　 鈴木 之人　 古川 龍之介　@ 田中 健太　@ 伊藤 慎吾　

鈴木 敬太　 小川 文也　 高野 欣也　 大竹 泰輔　 遠藤 正人　 笠原 将揮　

69 76 黒崎 蓮　 嘉数 光倫　 林 恭平　@ 野口 裕太　@ 徳永 圭太　

74 77 平石 健太　 笠原 瑞城　 和足 哲也　 宇田川 聡士　 小林 克也　 武田 大輔　@ 李 界人　 蛯名 大和　

富村 真治　

83 78 前田 光史朗　@ 石丸 雄大　 佐々木 賢　@ 染宮 慶　 内田 佳吾　 平川 陸斗　@

89 79 横川 康祐　 松村 本盛 照沼 恭平　 高橋 真央　@ 大野 芳宏　

94 80 薄 大勝　 松岡 啓　 蛭田 玲於　 杉山 明生　 太田 智喜　@ 林 拓希　 中野 秀昭　@ 神谷 至道　@

102 81 吉田 真典　 船越 紀之　

104 82 亥飼 陽　@ 浅田 和孝　@

106 83 須田 信乃介　@ 菅原 大喜　@

84

85

108 86 浅野 友太郎　@ 佐藤 佑斗　@

87

110 88 方 世雄　@

89

111 90 若狭 雄二　@

112 92 康 翔亮　@

93

113 95 田口 昇馬　@

欠場 冨山 聡　 芳賀 洋平　 長縄 悦典　@ 林 稔　

棄権 鈴木 雄太　@ 岩男 健一　

失格 安岡 幸紀　

最終予選への通過者

71ｽﾄﾛｰｸまで15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10名（※印）の合計25名

2020年度（第85回）日本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　115名（アマチュア　36名 ・ プロフェッショナル　79名）

PLAYER


