
期日：2020年7月30日（木）　

会場：岐阜関カントリー倶楽部　東コース（7,265Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 65 近藤 龍一　

2 67 光田 智輝　

3 68 北村 晃一　 金子 優将　 海老根 文博　 上井 邦裕　 池村 晃稀　

8 69 小木曽 喬　 井垣 璃玖　

10 70 岡田 絃希　 牧野 佑司　 吉桑 佑太　 竹内 廉　 池上 憲士郎　 笠原 瑛　@ 富田 雅哉　 長谷川 貴優　@

比嘉 拓也　 幡地 隆寛　 遠藤 彰　

21 71 ※水田 竜昇　@ ※LEE HAN　 ※樫原 大貴　 ※小畑 拓威　 杉浦 悠太　@ 青山 晃大　@ 松本 将汰　 小野田 享也　

山田 大晟　 紀平 大樹　 伊藤 元気　 松村 道央　

33 72 並河 利隆　 山下 勝将　@ 鈴木 滉世　@ 小林 準　 中川 瑛太　@ 今野 大喜　 飯田 耕正　 佐橋 寿樹　

白倉 渉平　

42 73 木村 太一　@ 川満 歩　 前粟蔵 俊太　 森 雄貴　 松村 大輝　 中山 絹也　

48 74 近藤 啓介　 関谷 健夫　@ 菊田 奨　 大脇 僚哉　 徳永 弘樹　 伊藤 善則　

54 75 勝亦 悠斗　 福岡 逸人　@ 森本 雄　 北川 祐生　 奥田 宗一郎　 岡島 功史　

60 76 織田 信亮　 森田 匠海　 棚町 駿　@ 矢野 辰典　@ 副田 裕斗　 坂口 諒馬　@ 三浦 春輝　 西原 健太　

南 大樹　 山川 斗夢　@

70 77 齊藤 潤　 永田 丞　@ 金原 丈也　 峰澤 碩志　@ 石垣 敢大　@ 湯原 光　@ 永井 直樹　 吉川 翔都　@

78 78 宮川 勝大　 小室 順 佐久間 隼人　 三島 泰哉　 池川 真人　 岸本 拓也　 北國 譲斗志　 上田 諭尉　

横川 修平　 近藤 港　@ 野寄 礼我　@ 関 凌之介　

90 79 中川 しげる　 辻田 晴也　@ 飯沼 大輔　 丸山 颯太　@ 野上 貴夫　 清水 政志　

96 80 山口 平　 宇佐美 友亮　@ 難波 大翔　@ 松岡 龍希　@ 新井 龍紀　@ 長谷川 大晃　

102 81 岩崎 裕斗　@ 古川 惣一朗　@ 古市 将都　@

105 82 石川 大　@

83

106 84 尾崎 秀平　

107 85 大塚 崇　@

86

87

108 88 尾辻 茂治　

89

109 92 小宮山　 諒　@

110 99 田中 宏基　@

欠場 奥 雅次　 冨田 幸暉　@ 武山 皓太郎　 服部 雅也　@ 藤田 輝人　@ 川上 優大　 高柳 直人　 今川 知也　@

竹野入 光希　@ 藤田 尚人　@

棄権

失格

最終予選への通過者

70ｽﾄﾛｰｸまでの20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4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（2Dブロック）成績表

参加者 110名（アマチュア35名、プロフェッショナル75名）

PLAYER

天　候：曇り時々晴れ


