
期日：2021年7月8日（木）　

会場：能登カントリークラブ　　（6,970Yards　Par72） NO.　1/1

RANK SCORE

1T 69 中茎 哲也　 山本 昭一　

3T 70 岩崎 幸司　

4T 71 山中 正直　 佐藤 えいち　 森 広柚貴　 神野 浩　

8T 72 田中 一　 大日方 宗正　

10T 73 喜多 翔一　 糸山 健太郎　 高橋 伸英　@ 村上 克佳　

14T 74 ※清家 和夫　 ※兼本 貴司　 ※山下 英章　 浅澤 敬和　 新井 哲生　 金村 吾策　 北澤 数司　 山田 又吉　

青木 繁之　

23T 75 吉本 隆弘　@ 尾崎 智勇　 牧野 秀一　 小松 弘和　 杉山 直也　 矢澤 直樹　 長峰 全　 山村 憲人　@

中部 隆　@

32T 76 伊藤 得剛　 小林 浩之　@ 成田 朋正　@ 竹村 満広　@ 村松 和彦　@ 吉田 智行　@ 奥 智将　 奥村 泰宏　

田中 陽海　 嶋川 一三　@

42T 77 大野 裕仁　 大薮 高正　 今井 秀樹　@ 浅井 康弘　 松岡 國男　@ 小林 延宏　 白石 哲也　@ 宮島 一馬　@

青山 憲昭　 大橋 義幸　 河野 竜也　 濱田 崇　 千種 信介　@

55T 78 神出 慈郎　 尾辻 茂治　 重田 栄作　 渡部 善一　 中島 康雄　 金城 和弘　 金澤 徹　@ 宮垣 健司　

井出 努　 林 照康　 田中 泰二郎　 近藤 年弘　

67T 79 森田 廣宣　@ 大山 努　 山田 耕治　 北原 成史　 田中 孝幸　@ 高倉 三千矢　 金澤 武津生　@ 木下 透　

朝原 光太郎　 中田 守　 横田 雅一　@ 加藤 雄二　

79T 80 勝田 兵吉　@ 宮崎 浩二　 加納 悟史　@ 武藤 雄二　 田村 敏明　@

84T 81 山本 治人　 家田 浩人　 竹内 祐彦　@ 辻垣内 新太郎　 新井 匠　@

89T 82 関 信夫　 平井 克昌　 洞口 真次　@ 三宅 秀樹　 藤木 久臣　@ 佐々木 正樹　 菊一 利彦　 川口　斉　＠D

97T 83 橋立 幸宏　 加藤 悦男　 薄葉 勲　

100T 84 大條 仁彰　 永井 友之　 永井 延宏　 柳原 英夫　 山本 博史　 伊藤 智史　@

106T 85 中野 勝仁　 広田 文雄　@ 皆川 昇　

109T 86 小倉 克司　 延安　伸二　@D

111T 88 尾島 潤　 竹尾　吉主　＠D 北嶋 隆一　

114T 89 渋田 昌仁　 梶ヶ谷 孝宏　

116T 90 脇坂 道洋　@ 澤田 勉　@

118T 91 川上 善照　 榎　聡　＠D

120 93 田村 隆典　@

欠場 小川　豊英＠ 永田　剛士＠ 浅野　展行 野村　保文 堤　隆志 則竹　正史＠ 大島　靖生

棄権 飯田　秀雄

失格

73ストロークまでの13名とマッチングスコアカード方式により74ストロークの「※」印の3名の

合計16名が最終予選へ進出

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（2Dブロック）　成績表

参加者　121名　プロフェッショナル　85名／アマチュア　36名）

PLAYER

天候 ：曇り時々雨 


