
天候 ： 晴れ

期日：2021年8月2日（月）　

会場：広島カンツリー倶楽部　八本松コース　（7,171Yards　Par72） NO.　1/1

RANK SCORE

1 65 水野 眞惟智　

2T 67 金子 優将　 梶村 夕貴　 竹安 俊也　

5T 68 北村 晃一　 吉桑 佑太　 池上 憲士郎　 松原 裕人　 小林 丈大　

10T 69 ※川上 幸輝　 ※井上 敬太　 並河 利隆　 竹内 優騎　 生源寺 龍憲　 具志 武治　 和田 章太郎　 森 祐紀　

橋本 健太ユージーン 小西 健太　 渡部 光洋　

21T 70 瀧山 侑輝　 藤島 豊和　 田原 誠二　 副田 裕斗　 青木 尉　 久志岡 亮　

27T 71 比嘉 拓也　 飯島 健之恭　 岩元 洋祐　 岡田 絃希　 樫本 剛平　 高山 忠洋　 青山 誠　 織田 信亮　

細野 勇策　 木村 佳昭　 小寺 健大　 長野 泰雅　@ 工藤 潤　

40T 72 木村 忠昭　 関藤 侑嗣　 谷本 蓮　 横田 浩平　 川合 昇平　 藤島 征次　 菊田 奨　 LEE HAN　

大嶋 港　@ 福岡 大河　 徳永 弘樹　 稲田 愛篤　

52T 73 伊波 芳准　 安浦 一輝　 吉村 明恭　 柳　悠人 @D 泉川 メイソン　 立花 亮　 久常 涼　 都間 克則　

平本 穏　 川野 裕太　 大西 晃次　 釜須 雄基　

64T 74 崎川 将司　 三倉 誠生　 加藤 龍太郎　 山内 拓也　 中山 絹也　 森井 晶紀　 加藤 将　@ 大宜見 賢人　

矢澤 洋次郎　 山本 隆允　

74T 75 仲村 譲二　 白石 大和　 池見 和輝　 森 雄貴　 近藤 浩紀　 山本 大勢　@ 新井 清貴　 田中 大心　

82T 76 奥田 健司　 江尻 壮　 中山 達徳　 益田 直明　 倉敷 優磨　 村柗 陸　@

88T 77 龍 顕一　 山下 英治　 橋本　侑樹 @D 渡辺 龍ノ介　 山下 竜弥　@ 浅井 勇志　 小川 寿興翔　@ 小野田 英史　

96T 78 渡名喜 翔　 奥田 真司　 石徳 俊樹　 菊池 純　

100T 79 上岡 信晴　 関藤 直熙　

102T 80 田中 佑宜　 染宮 慶　 田崎　春樹 @D 新木 衛　@

106T 82 外岩戸 晟士　@ 福田 将志　

108T 84 荒谷 宗之介　@ 富永 球道　@

110T 85 善 憲之　

111 86 唐木田 哲也　@

欠場 小林 忍　 中村 匡志　 宇崎 利洋　 高橋 和浩　@ 上村 竜太　 儀保 和　@ 堺　永遠　＠D 松島 生龍　@

今井 陽介　 伊波 雄大　 芹澤 慈眼　@ 金岡 奎吾　 重永 将慶　@

棄権 藤島 晴雄　

失格

68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69ストロークの「※」印の2名の

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（2Fブロック）　成績表

参加者　113名（プロフェッショナル　98名／アマチュア　15名）

PLAYER

   岡村 了　


