
 天　候： 晴れ
期日：2021年6月11日（金）　
会場：石坂ゴルフ倶楽部（7,040Yards　Par72） NO.　１／１
RANK SCORE

1 67 鈴木 勝文　

2T 69 井上 達希　@D 橋爪 光彦　 松岡 利樹　 富村 真治　 宮崎 隆　

7T 70 岡部 祐太　@ 前田 光史朗　@ 菅間 隆夫　 白水 将司　 櫛山 勝弘　

12T 71 ※松井 弘樹　 岡部 開斗　@ 佐久間 隼人　 佐野 健太郎　 内田 直輝　@ 伊藤 優太　 寺岡 颯太　 遠藤 彰　

20T 72 好川 耕司　 羽藤 勇司　 大関 翔　 新垣 厚樹　@ 五十嵐 将矢　@ 峯 聖　 伊丹 健二　

27T 73 島戸 太一　@ 伊藤 刻矢　@ 鈴木 理央　 高田 聖斗　 嶺岸 政秀　 出利葉 太一郎　@ 清川 亨　 植木 祥多　@
中村 光希　@ 加藤 勇希　 中里 鉄也　 林田 卓也　@

39T 74 篠崎 晃司　 矢野 辰典　@ 仙庭 俊哉　 小浦 和也　 仲道 利樹　 栗原 悠宇　@ 大竹 泰輔　 小林 克也　
大島 勝　@ 川根 隆史　

49T 75 真野 佳晃　 平川 陸斗　@ 池村 晃稀　 上原 挑夢　@ 進藤 颯太　@ 野口 裕太　@ 川崎 智洋　@ 市川 雄三　
岡田 大輔　@ 岡田 壮広　

59T 76 杉山 明生　 平本 世中　@ 高野 碧輝　 池内 慧　 斉藤 拓也　 上野 陸　@ 今野 匠　 福原 翔太　
清野 桜貴　@ 溝口 雄太　 堀越 勘太　@

70T 77 萩原 秀弥　@ 徳世 忠司　 鈴木 辰海　@ 橋詰 海斗　@D 関 翔汰　@D 村井 啓矩　@D 横田 真一　 園部 潤　
永田 真樹　 森 博貴　 浅田 竜平　@ 相磯 太一　

82T 78 寺田 弘幸　 吉田 好輝　@ 上松 佑平　@ 岩本 一陽　 柳澤 誠司　

87T 79 島田 温太　@ 渡辺 健太　 沢田 新　@ 徳元 中　

91T 80 杵鞭 謙二　 八川 遼　@ 加藤 俊英　 勝又 崇之　 佐藤 圭悟　 大澤 優　@

97T 81 井原 健　 西之辻 泰宏　@D 大野 和良　 神田 昌行　@D 五十嵐 瑠亜　@

102T 82 古橋 尚大　@ 井手口 正一　 鈴木 勝奈織　@ 加藤 渉　@ 川崎 政志　

107T 83 渡辺 竜真　@ 宇田川 理茶度　@D 金 尚謙　@ 柿澤 琢真　@ 政井 伸太郎　
112T 84 田中 健太郎　@D 中村 誠之　@D

114 86 加嶋 寿人　
115 87 伊東 流星　@
116T 89 山田 伸治　@D 押田 邦男　@D 高見澤 亨　@D 中川 聖太　@
120 90 鴨野 勝　@
121 94 鈴木 海斗　@
122 96 宮武 善樹　@D

欠場 小澤 富男　@D 因泥 武彦　@ 豊里 裕士　@
棄権 谷川 泰輔　
失格

最終予選への通過者
70ストロークまでの11名とマッチングスコアカード方式による71ストロークの1名（※印）の合計12名

2021年度（第86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　123名(プロフェッショナル：65名　アマチュア：58名)

PLAYER


