
期日：2020年7月16日（木）　

会場：茨城ゴルフ倶楽部・西コース（7,028Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 69 田口 裕二　

2 71 平野 智行　

3 72 植松 靖博　 齋藤 義勝　

5 73 毛利 史郎　@ 鈴木 正男　 大橋 義幸　

8 74 尾崎 健夫　 金子 達也　 藤井 規登　 中村 安男　 大山 努　 中根 初男　 吹野 耕一　@ 森田 徹　

小溝 高夫　 多田 泰善　

18 75 ※長峰 全　 ※小松崎 博　@ ※曲山 正廣　 ※小林 康弘　 ※渡邊 英治　 稲村 隆浩　@ 南崎 次郎　 菊池 幸人　@

26 76 山本 治人　 谷口 英樹　@ 町島 久晴　

29 77 奥田 新一郎　 市村 正義　@ 久我 明　 中村 直俊　 小野寺 誠　 松下 定弘　@ 渡部 美和　@ 細谷 典生　

37 78 安田 浩二　 鴨林 猛徳　 松下 宗嗣　@ 千野 英樹　@ 長谷川 崇　 土田 修夢　 川上 衛　 大野 達朗　@

中前 伸一　@ 田中 耕介　 加藤 淳　 北原 成史　 武 吉蔵　 冨田 久三　@

51 79 徳永 雅洋　 高松 厚　 吉楽 篤志　 栗田 祐二　 下向 英一　 加藤 賢一郎　 太田 慶治　 前橋 秀志　

59 80 丸山 智弘　 浅田 哲也　@ 坂田 陽一　 中野 正義　@ 大野 芳宏　 中村 晃　 五十嵐 俊一　@ 加藤 孝春　

星 清　 岡野 智弘　@ 牟田 脩二　

70 81 小川 文平　@ 岩橋 正治　@ 村上 和隆　@ 小原 健嗣　@ 藤田 裕　

75 82 寺田 弘幸　 金子 時男　 野崎 隆　 上村 努　@ 金澤 次男　

80 83 秋山 信一　 大野 和良　 磯山 喜一　@ 鎌田 雅靖　 石井 勉　@ 木村 仁　@ 塩出 輝雄　@ 川島 健二　@

宮川 一志　@ 一條 眞寛　@

90 84 渡部 善一　 時澤 麿佐　 今井 正岳　@ 飯塚 裕一　@ 渋田 昌仁　

95 85 松井 俊之　 松田 守功　 瀬倉 孝則　

98 86 宇津木 仁　@ 宝力 寿教　

100 87 白金 満明　@ 池上 竜二　

102 88 北澤 浩二　@ 小野 精二　 沼田 茂昭　@

105 90 大川戸 弘治　@

106 91 澤田 晃　

107 94 岩本 博　

108 103 斉藤 正人　@

欠場 古山 聡　 菅谷 拓　 丸山 一美　 横山 健士　 天野 仙志　@ 榎本 裕明　 田中 龍彦　 田子 元治　

大山 和則　@ 片岡 弘幸　@ 山本 浩　@ 　

棄権 小松 康伸　

失格

最終予選への通過者

   74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 75ｽﾄﾛｰｸの 5名（※印）の合計 22名

2020年度（第30回）日本シニア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 109名（アマチュア　38名・プロフェッショナル　71名）

PLAYER

天　候：くもり


