
期日：2022年6月20日（月）　

会場：小野東洋ゴルフ倶楽部（6,554Yards　Par72）

RANK SCORE

1 64 白井 宣行　

2 65 渡部 光洋　

3 67 小川 拓哉　 井田 安則　

5 68 柴田 忠則　 宮下 文仁　

7 69 吉本 悟　

8 70 松永 圭史　 井上 優　 秀石 真一　 高崎 龍雄　 中西 信正　 小林 佳則　

14 71 桧垣 繁正　 江口 信二@ 大薮 高正　 井殿 康和　 藤田 剛士@ 進藤 弘義　 新田 充　

21 72 野上 英司@ 藤廣 健一　 山出 耕三@ 小林 浩二　 井上 高明@ 中島 武志　 三木 由人　 村田 靖司@

小川 貴大@ 的場 信一@

31 73 辻 惠允　 金南 博文　 大塚 覚@ 深江 秀典　 神谷 浩一　 杉本 英樹　 小峰 尚宏@ 平山 龍一@

熊谷 則宏　

40 74 菊池 孝行　 守田 耐　 米原 康司@ 山城 隆男@ D 堂北 隆 林 和博@ D 大山 雄三　 林 英明@

加藤 丈喜　

49 75 谷内 祥吾@ リチャード テイト　 田中 陽介@ 川原 実　 宮園 伸　 寺本 洋一@ D 山内 正和 山田 純司@

長谷川 良次　

58 76 小浜 亮二　 浅野 展行　 奥 雅次　 宇野 孝二@ 重信 秀人　 中村 龍明　 重谷 徹　 村上 裕章　

正木 孝志　 守屋 克彦　 花山 義孝　 渡辺 善康@ 黒川 栄@ 辻 哲之　 松尾 登志彦　 松村 康博@

川崎 直樹@ 松嶋 剛@

76 77 山本 善朗　 奥村 泰宏　 増田 昭彦@ 山本 盛亮@ 安福 智@ D 水品 幸三　 木田 正彦@ 前岡 元　

田村 隆典@ 深川 昭人@ 河崎 大樹@ 藤井 泰山　 安藤 弘通　 安堂 薫　 岩田 均　 姜 優@

92 78 吉田 智行@ 相羽 鉦弘　 笹川 隆司@ 藤井 和則@ 岡村 裕司　 武内 勝@ 村松 和彦@

99 79 下井 昌史　 山地 春浄　 喜田 幸治@ D 奥田 晃一　 大村 康郎@ 岡元 憲男　 溝渕 洋介　 平尾 勝利　

萩原 健司@ 賀川 康弘　

109 80 奥山 克也　 高尾 陽介@ 野々口 宗弘　

112 81 服部 鉄也@ 石本 巧@ 高橋 孝輔　 中谷 亨@

116 82 正木 保行@ 久保 倫幸@ D 金澤 武津生@ 長尾 仁志　 北嶋 隆一　 畠山 真一@ 南 正樹　@

123 83 小林 豊@ D 高嶋 均@ D 芦田 義孝@ 古岡 弘吉@

127 84 岩坪 勝幸@ D 川合 典弘　 今西 俊夫　

130 85 山内 智@ D 近藤 順司　 小川 豊英@

133 86 貴志 彰英@ D

134 88 北嶋 孝司@ D

135 89 河井 良二　

136 90 久保 敦志@ D

137 96 山本 秀樹@

欠場 野村 保文　 木場本 猛　 吉川 弘起　 岩倉 淳俊@

棄権 北島 泰介　

失格  

最終予選への通過者
71ｽﾄﾛｰｸまでの20名

原田 三夫　最終予選シード 野上 貴夫　本戦シード

2022年度（第32回）日本シニアオープンゴルフ選手権　地区予選（2Ｅブロック）成績表

参加者　138名（アマチュア61名、プロフェッショナル77名）

PLAYER

天　候：曇りのち晴れ


