
天候 ： 晴れ

期日：2020年7月20日（月）　

会場：石坂ゴルフ倶楽部　（7,040Yards　Par72） NO.　１／１

RANK SCORE

1 64 中島 啓太　@

2 66 大田和 桂介　 菊池 純　

4 67 片岡 尚之　

5 68 原田 大雅　@ 竹内 寿樹　

7 69 高橋 直也　 清水 大成　@ 甲斐 慎太郎　 齋藤 光博　 植木 祥多　@

12 70 岩井 光太　@ 松澤 虎大　@ 中島 徹　

15 71 荒井 陸　 西村 涼　 久志岡 俊海　

18 72 ※泊 隆太　@ ※櫛山 勝弘　 ※新垣 厚樹　@ ※黒川 航輝　@ ※永田 真樹　 ※加藤 勇希　 ※伊藤 優太　 ※山崎 真也　

高橋 慧　 大西 晃次　 鈴木 隆太　@ 川根 隆史　 八川 遼　@ 吉田 好輝　@

32 73 飯島 健之恭　 園部 潤　 嶺岸 政秀　 牧野 充宏　 清水 蔵之介　@ 好川 耕司　 白水 将司　 岩本 一陽　

宇佐美 祐樹　 伊丹 健二　 小川 厚　 高橋 朋載　

44 74 森 博貴　 東 亜藍　@ 野仲 茂　 生駒 怜児　@ 吉沢 己咲　@ 阿部 裕樹　 栗原 悠宇　@ 平山 幸作　@

横田 竜成　 小屋 将一朗　@ 青島　賢吾 @

55 75 安部 高秀　@ 中野 麟太朗　@ 島田 隆央　 斉藤 隼人　@ 櫻井 将大　 佐野 健太郎　 黒川 逸輝　@ 吉田 隼人　

樋口 匠　@ 坂本 聡　 増田 将光　

66 76 柳澤 誠司　 鈴木 一徳　 檜山 英一郎　 松上　和弘 相原 涼汰　@ 鈴木 理央　 芳崎 陽紀　@ 花村 秀太　@

今野 康晴　 井原 健　 中込 憲　 相磯 太一　 佐藤 翔太　@ 貴田 和宏　 村上 哲弥　 須藤 啓太　

中島 旺　

83 77 中里 鉄也　 佐藤 圭悟　 桐生 慎太郎　@ 柏俣 結生　@ 志村 由羅　@

88 78 岡田 大輔　@ 平野 大樹　@ 守岩 義明　 長野 京介　@ 三橋 颯太朗　@ 古田 幸希　 加藤 渉　@

95 79 岡部 祐太　@ 上原 挑夢　@ 宮崎 隆　 佐藤 快斗　@ 神田 悠貴　@

100 80 湯田 浩典　 中山 和昭　@ 小室 敬偉　@

103 82 野本 未世夢　@ 高橋 一美　 岩井 巧　@

106 83 湯山 賢祐　@ 徳世 忠司　 伊藤 颯汰　@

109 84 大村 仁乃　@ 清野 桜貴　@

111 85 小池 良太郎　@ 大野 和良　 大島 勝　@

114 86 本間 一太　@

115 88 吉川 太郎　@

116 96 酒井 崇行　@ 渡邉 幸宏　@

欠場 斎藤　剛　＠ 稲村　隆浩　＠

棄権 鬼澤 友秀　

失格

最終予選への通過者

71ｽﾄﾛｰｸまでの17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25名

2020年度（第85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　118名（アマチュア　55名 ・ プロフェッショナル　63名）

PLAYER


