
期日：2021年6月24日（木 ）　

会場：岐阜関カントリー倶楽部　東コース（7,290Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 67 纐纈 悠太　 三島 泰哉　

3 68 藤田 翼　 亀井 壮汰　@ 金子 駆大　 遠藤 健太　 櫻井 将大　

8 69 ※和田 七星　 ※田村 光正　 ※河合 和眞　 ※永井 直樹　 ※上森 大輔　 大内 智文　

14 70 山田 裕一　 小西 奨太　 井垣 璃玖　 竹下 遼　 山浦 太希　 大谷 元気　@

20 71 山ノ口 章大　 寺西 遼馬　@ 安富 慎　 原田 大介　 佐藤 えいち　 安田 賢史　 櫻井 成翔　@ 佐橋 寿樹　

白倉 渉平　 光田 智輝　 岸本 翔太　 富田 雅哉　

32 72 真野 裕喜　 柴田 将弥　 手塚 周作　 伊藤 善則　 石垣 珠侑　@ 作田 大地　 竹村 知也　

39 73 小川 将生　 永田 丞　@ 大貫 渉太朗　 小島 亮太　 峠 丈翔　 千葉 晃太　 長田 洋志　 花岡 和典　

大脇 僚哉　

48 74 田中 一輝　 権藤 紘太　 廣田 恭司　 上田 敦士　 上田 諭尉　 北國 譲斗志　 吉川 翔都　@ 岩井　悠真＠　D

56 75 難波 大翔　@ 尾崎 翔太　 中川 瑛太　@ 島本 大詩　 光成 良治　@ 朝倉 駿　 中茎 雄大　 山崎 太一　

木下 大海　 湯本 開史　 上村 将司　

67 76 丹羽 泰誠　@ 渡邊 康　 前粟蔵 俊太　 小畑 拓威　 三浦 春輝　 小田 将吾　 下山 直樹　 奥田 宗一郎　

小林 準　 中川 勝弥　 水町 洵　

78 77 小原 力　@ 石垣 敢大　@ 仲西 郷　@ 坂井 允誌　 松岡 龍希　@ 今川　知也＠　D 山崎 壱鉱　 永井 源　

河合 良仁　 小田 秀明　 徳永 圭太　 岸本 拓也　

90 78 金子 徳馬　 池川 真人　 下田 航大　@ 木村 太一　@ 辻田 晴也　@

95 79 光吉 佑樹　 岩渕 隆作　 横田 健一　@ 近藤 港　@ 船津 良介　

100 80 石川 大　@ 坂口 諒馬　@ 田中 耕介　 林 祐生　

104 81 三田 貴樹　@ 森田 康彦　@ 神田 悠貴　@ 金井 泰司　 カーン スティーブ @

109 82 古川 博庸　 小西 雄介　 齋藤 光　@

112 83 重谷 大雅　@ 内潟 柊哉　@

84

114 85 田中 勝也　 中川 しげる　 一江 優希　@

117 86 吉田 研人　 山崎 真也　 山岸 咲槻　@

120 87 高津佐 琉斗　@ 酒井 崇行＠　D

122 88 平尾 喜彦　@

欠場 土肥 将英　 山下 勝将　@ 笹村 心　 山内 拓也　 古川 惣一朗　@

棄権 関 凌之介　

失格

最終予選への通過者

68ｽﾄﾛｰｸまでの7名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による69ｽﾄﾛｰｸの5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（2Dブロック）成績表

参加者 123名（アマチュア87名、プロフェッショナル36名）

PLAYER

天　候：晴


