
天候 ： 曇り

期日：2021年7月12日（月）　

会場：ザ・ロイヤルゴルフクラブ　（7,423Yards　Par72） NO.　1/1

RANK SCORE

1 67 太田　祐一

2 68 金田 直之　

3T 69 海老根 文博　 杉山 知靖　 亀代 順哉　 狩俣 昇平　 小林 伸太郎　 中里 光之介　 松田 一将　

10T 70 ※中井 賢人　 ※高柳 直人　 阿部 裕樹　 山岡 成稔　 伊東 一樹　 宇佐美 祐樹　

16T 71 成松 亮介　 野呂 涼　 佐藤 佑樹　 高橋 賢　 中村　鎌大　＠D 中野 麟太朗　@ 鍋谷 太一　 山路 幹　

竹山 昂成　@ 永松 宏之　 李 界人　

27T 72 古川 雄大　 鈴木 敬太　 細谷 幹　@ 伊藤 有志　 北川 祐生　 竹原 佳吾　@ 大岩 龍一　 岩井 亮磨　

岩崎 亜久竜　 竹内 大　 鵜瀬　璃久　＠D 太田 直己　 古田 幸希　

40T 73 岩崎 桂介　 井上 項音士　 安部 高秀　@ 石毛 巧　 山崎 帆久登　 岩井 光太　@ 鈴木 之人　 矢野 東　

佐藤 瞬　 川上 優大　 笠原 将揮　 隅内 雅人　@ 石原 航輝　 原田 大雅　

54T 74 西村 和也　 野澤 竜次　@ 亥飼 台　@ 永井 哲平　 齋藤 光博　 佐藤 圭介　 豊田 龍生　@ 増田 伸洋　

中島 徹　 吉田 隼人　 本 大志　@

65T 75 久志岡 俊海　 大田和 桂介　 仲宗根 寛瑛　@ 伊藤 颯汰　@ 石川 航　@ 大栗 平　@ 平山 幸作　@ 伊藤 誠道　

峰澤 碩志　@ 亥飼 陽　@

75T 76 中川 叶唯　 原田 竜成　@ 黒岩 輝　 松村 道央　 安保 勇希　@ 吉田 真典　 高橋 直也　 大野 倖　@

神農 洋平　 小松　潤　＠D

85T 77 笠原 瑞城　 吉田 京介　@ 村尾 優一　@ 大塚 智之　 中原 秀馬　@ 小川 文也　 岡部 大輔　 猪川 頌生　

香川　友　＠D

94T 78 小田 新　 岩男 健一　 中山 智　 鬼澤 友秀　 小室　敬偉　＠D 佐藤 卓郎　@

100T 79 高松 瑠偉　 佐野　健太　＠D 平野 誠一　@ 照沼 恭平　 末広 大地　@

105T 80 山本 隆大　 東家 賢政　

107T 81 高野 欣也　 井坪 佑介　@ 山田 健悟　@

110T 82 藤田 雄紀　

111 83 東 幸司　@

112T 84 山本 太郎　 政岡　悟　＠D

114 85 松岡　正士　＠D

115 86 千葉 涼晴　@

116 87 岡田　海斗　＠D

117T 90 鈴木 雄太　@ 佐藤 飛鳥　@

119 96 酒井　崇行　＠D

120 98 坂中　亨　＠D

欠場 勝亦 悠斗　 杉本 エリック　 伊藤 秀樹　＠D 芹澤 慈眼　@ 岩本 高志　 芳崎 陽紀　@ 甲斐 慎太郎　 宇田川 聡士　

棄権
失格

合計11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（2Bブロック）　成績表

参加者　120名（プロフェッショナル　86名／アマチュア　44名）

PLAYER

69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70ストロークの「※」印の2名の


