
天候 ： 曇り

期日：2021年6月24日（木）　

会場：房総カントリークラブ房総ゴルフ場東コース　（7,043Yards　Par72） NO.　1/1

RANK SCORE

1T 65 松岡 啓　 坂田 俊介　 高橋 佳祐　

4T 66 宮里 海翔@ 石毛 一輝　 佐藤 宗太　 古庄 紀彦　

8T 67 岩崎 誠　 内海 将太@

10T 68 ※大野 由真　 ※花村 秀太@ ※園田 一海@ 原 悠太郎@ 百目鬼 光紀　 宮城 慎太郎@

16T 69 櫻井 大樹　 田中 章太郎　 大岩 慶尚@ 大嶋 炎　 櫻井 勝之　 倉林 太聖@ 横尾 要　 久我 拓也　

小野 貴樹　

25T 70 宮内 希幸　 吉沢 己咲@ 篠崎 勇真@ 三橋 颯太朗@ 原 敏之　 植田 晃大@ 横山 隆乃助@ 藤原 直輝@

山形 陵馬　 野本 未世夢@ 篠塚 明宏　 奥田 智也@ 林 恭平@ 上野 晃紀　 馬渡 清也　

40T 71 墳崎 啓輔　 岩本 健太　 小林 大河@ 松村 本盛　 石渡 和輝　 荒井 陸　 伊藤 勇気　 宮内 孝輔　

栗城 凌太　 竹尾 亮輔　 国枝 太一　

51T 72 坂牧 優太　 清水 蔵之介@ 佐々木 勇　 小林 翔音@ 丸尾 健一郎　 中島 旺　 竹内 輝樹　

赤羽 宏優@ 中村 拓　

61T 73 池田 悠太@ 横川 康祐　 伊藤 敏明　 毛利 一成　 齊藤 陸　 吉田 歩生　 井野 祐輔　 長内 雄太良　

金沢 隆光　 大村 仁乃@ 糸永 達司　 白石 星南@ 西田 幸一　 児玉 和生@ 櫛山 卓哉　 靏見 大樹　

梶原 英明　

78T 74 長野 京介@ 尾崎 秀平　 森田 匠海　 吉本 直樹@ 市原 弘章　 犬飼 泰我@ 篠 優希　 小泉 正樹　

近藤 直杜@ 水上 龍樹　 蛭田 玲於　 神谷 至道@

90T 75 大塚 大樹　 出水田 裕輝@ 安藤 稜平　 藤井 優音@ 杉田 龍英@

95T 76 吉本 侑平　 安河内 蓮@ 工藤 広治　 長野 英樹　 戸﨑 拓海@ 植田 大貴　 坂田 一真@

102T 77 黒田 幸太郎@ 眞山 龍太郎@ 持田 泰誠　 津曲 泰弦　 小島 謙太郎　 水野 陽稀@ 内海 道生　 大礒 駿@

110T 78 福田 正平@ 馬場 輝雄@ 金田 昌信@D

113 79 三浦 隆治@

114T 80 宮崎 琉@ 岩間 貴成　

116T 81 北山 茂@D 関 夕介@D

118T 82 橋爪 晃彦　 菱沼 壮太@

120 84 田崎 久志@

121T 86 荒川 淳　 井口 誠一　

123 87 山口 翔@

124T 89 高山 航太朗@D 斉藤 正人@

欠場 矢部　直弘

棄権 薄　大勝

失格

渋井 晃太郎@D

67ストロークまでの9名とマッチングスコアカード方式により68ストロークの「※」印の3名の

合計12名が最終予選へ進出

2021年度（第86回）日本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　126名（プロフェッショナル　73名／アマチュア　53名）

PLAYER


