
天候 ： 雨

期日：2021年7月9日（金）　

会場：嵐山カントリークラブ　　（6,840Yards　Par72） NO.　1/1

RANK SCORE

１T 71 高橋 雅也@ 高橋 朋載　

3T 72 長谷川 正樹　 千野 英樹@ ヨシダ ヒロノリ　 窪田 一樹@ 米倉 和良　

8T 73 金井 篤司@ 加藤 淳　 福澤 義光　 関澤 誠@

12T 74 渡邊 達　 河内 喜文@ 飯田 直樹　 石井 勉@ 杉山 稔@

17T 75 ※細谷 典生　 寺田 弘幸　 土田 修睦　 浜野 治光　 本庄 政哉@ 平澤 忠明　 田中 俊行@ 石川 将　

菱沼 孝至　

26T 76 黒滝 公彦@ 渕上 博俊　 大野 芳宏　 小野寺 清貴@ 深澤 治　 渡辺 義徳　 北川 裕規　 池内 信治　

加瀬　博章＠D 志澤 淳　 竹原 洋行@

37T 77 森 光弘@ 原川 光則　 澤田 信弘@ 松原 輝雄　 勝又 正浩@ 今西 圭介　 松下 宗嗣@ 古木 譲二　

小山内 裕仁　

46T 78 加藤 優　 金 鍾鎭 山口 和人　 柿岡 啓介@ 横須賀 可典@ 伊藤 正治　 根津 訓光@ 木暮 俊介　

54T 79 岡田 光史@ 山崎 慎一　 高場 隆義　 嶺井 克文　 坂本 修二　 森 英一　 井川 智一郎@ 村山 浩伸@

谷繁 元信@ 福島 誠　 大川 尚弥　

65T 80 湯田 浩典　 山田 年之　 大内田 慎一郎@ 萩原 安造　 遠藤 陽一　 松井 俊之　 高橋 一雄　 滝口 禎昭　

藤井　隆之 @D 三澤 康弘@ 山田 義孝　

76T 81 白金 満明@ 小林 久幸　 小池 希吏人@ 日比生 賢一@ 田中 龍彦　 名執 彰　 渡邉 則夫　 持田　哲哉＠D

毛利 史郎@ 志村　和彦@D

86T 82 渡辺 幹根@ 安齋 隆文　 宮崎 高弘　 松井 篤@ 中村 晃　 大野 達朗@

92T 83 永田 富雄　 佐藤 秀彦　 土屋 寿夫　 瀬良垣 淳@ 大原 俊弘@ 内田 裕@ 小林 康弘　 川崎 信弥　

半沢 岳　

101T 84 下野 修照@ 秋山 信一　 多田 泰善　 横山 正道　

105T 85 諸星 幸政@ 徳世 忠司　 高橋 一貴　 望月 寛　 橋添 純司　 宍戸 重一@ 高橋 敏彦@D 川口　正洋＠D

勝山　邦彦@D 小原　健嗣＠D

115T 86 加藤 勝己　 小田切 健彦　 平尾 喜彦@ 吉松 昌弘@ 大森 利郎　

120 87 大野 和良　

121 89 長谷川　勝巳＠D

122T 91 安河内 朗　 牟田 脩二　

124 102 斉藤 正人@

欠場 茅野 弘喜@ 松田 守功　 鹿島 康裕@ 光山 成夫@

棄権
失格

合計17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（2Aブロック）　成績表

参加者　124名　（プロフェッショナル　75名／アマチュア　49名）

PLAYER

74ストロークまでの16名とマッチングスコアカード方式により75ストロークの「※」印の1名の


