
期日：2021年6月28日（月）　

会場：日高カントリークラブ　東西コース（6,901Yards　Par72）

RANK SCORE

1 69 岡地 直紀　

2 70 平野 智行　 清水 政志　

4 71 深澤 幸雄　 森田 徹　 檜山 英一郎　

7 72 出水田 勝則　

8 73 横山 明仁　 依田 祐輔　 丸山 智弘　 鳥海 博文　 土田 恭章@ 橋野寿造　

14 74 ※南崎 次郎　 ※野代 雅樹@D ※谷後 則和　 ※井上 雅之　 大久保 秀和　

19 75 相澤 敏弘　 高木 克仁　 渡邊 英治　 高橋 正博　 西川 幸一郎@ 野田 憲正@ 増田 磨也　

26 76 小野寺 智夫@ 礎 康之　 山王 規行　 岡野 智弘@ 中本 光　@D 芹澤 信雄　 大屋 和茂　 小溝 高夫　

金子 達也　 林 久仁彦@D

36 77 橋口 浩一　 中村 安男　 加藤 賢一郎　 小暮 匡央　 斉藤 秀一　 尾崎 健夫　 芹澤 大介　 中村 勝郁@

長谷川 雄一　 鈴木 直人　 田代 猛@ 田中 良博@ 浅野 博　 稲垣 誠二郎　 渡辺 学　 下向 英一　

平田 芳治@D

53 78 平山 勲　 Chong Delisi@ 太田 慶治　 横山 実　 小林 隆寿@ 松本 文和　 伊東 長明　 名取 和光　

斉藤 友直@ 浅原 淳一　

63 79 藤原 孝人　 小松崎 博@ 津葉井 慎弥@ 山内 聡　 青木 基正　 森久保 剛@D 坂田 陽一　 衣笠 洋司@

71 80 長谷川 雄幸@D 鈴木 光夫@ 渋谷 直和　

74 81 木下 健介@ 原田 安浩@ 高瀬 基次@ 島村 豆至天　 小池 達也　 IL HWAN KIM@ 奥田 新一郎　 重久 徹　

竹村 路巨　 吉楽 篤志　

84 82 阿部 一元　 山高 孝信　 二ツ森 義一@D 馬飼野 浩之@ 高瀬 洋樹　 草野 俊正@D

90 83 角田 秀嗣@ 野上 哲穂　 上田 栄民　 西野 正裕　 前田 剛@ Timothy Fearney@ 石川 剛治　 花崎 勝彦@D

石井 直樹　 岡元 憲男　

100 84 遠山 武志@ 舟橋 史郎@ 野村 卓洋@ 竹内 貴広@

104 85 五十嵐 俊一@ 山本 浩@ 渡邊 賢作@D 青野 栄一@

108 86 波木 俊夫　 西崎 洋史　 高村 和央@D 若林 忠司@D 花吉 精一@D

113 87 前橋 秀志　 村上 和隆@D 鈴木 崇章　

116 88 大谷 日出雄@D 今井 悟@D

118 89 大槻 ひろし　 John Sok KIM@ 中島 徹也　

121 90 広瀬 浩一　

122 91 西村 渉@D

欠場 大谷 正城　 上畠 哲@ 堺谷 和将　 小室 英明　 飯島 宏明　

棄権 榎本 裕明　 森田 直樹　

失格

D…ドリームステージコンペティション通過者

最終予選への通過者

73ｽﾄﾛｰｸまでの13名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による74ｽﾄﾛｰｸの4名（※印）の合計17名

2021年度（第31回）日本シニア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124 名（アマチュア48名、プロフェッショナル76名）

PLAYER

天　候：晴れ


