
期日：2022年7月14日（木）　

会場：芳賀カントリークラブ　南・西コース（6,847Yards　Par72）

RANK SCORE

1 66 荒井 雅彦　

2 67 米倉 和良　

3 68 小久保 晃一　

4 69 福永 和宏　 齋藤 義勝　 勝田 兵吉@

7 70 増田 秀仁@ 吉成 文伸　 峯 聖　 中根 初男　 斉野 恵康@ 秋山 将司　

13 71 ※ 橋爪 力　 ※木村 仁@ ※芹澤 大介　 ※中 庸行　 ※田口 康祐　 ※山本 剛志　 ※田口　裕二

加藤 賢一郎　 高田 匡志　 高松 厚　 佐藤 英之　 桑原 将一　 大日方 宗正　 清水 信行　

27 72 吹野 耕一@ 横山 健士　 小野寺 誠　 井上 靖　 有我　栄一郎＠ 飯塚 章夫　 町島 久晴　

34 73 浅井 武夫@D 浅田 史樹　 五十嵐 雄二　 小暮 匡央　 渡辺 敬博　 小野寺 智夫@ 津葉井　慎弥＠ 礎 康之　

42 74 長岡 良実　 白石 光哲　 小林 康弘　 金澤 次男　 吉田 誠　 植松 靖博　 岩永 雅洋　 浅沼 雄次　

中島 孝之　 岡地 直紀　

52 75 高原 賢一　 東 幸司@ 狩野 正敏　 高村 保@ 青木 民也　 真中 幸雄　 土田 恭章@ 荒木 良大　

小嶋 光康　 武 吉蔵　 角田 浩導　 行徳 健洋@ 曲山 正廣　 毛利 史郎　 小倉 雅人　

67 76 福島 誠　 高木 精一　 山田 学烈　 野上 哲穂　 鈴木 昇@ 小松 康伸　 加納 秀益@

74 77 鈴木 正男　 大山 努　 木名瀬 和重@D 渡邉 勇　 森 正洋　 照喜名 勲　 安藤 秀二@D 加藤 倫康　@

佐竹 晶　

83 78 森 光弘@ 渡辺 幹根@ 安林 圭孝　 近藤 一郎　 大原 俊弘@ 石井 直樹　 岡戸 行雄@D 渋谷 直和　

91 79 牟田 脩二　 金澤 徹@ 池上 竜二　 徳世 忠司　 多田 泰善　 田崎 久志@ 山口 和人　 谷口 英樹@

前橋 秀志　 松下 宗嗣@ 木下 健介@ 和智　正哉 吉田 象司　 田中 幸雄@

105 80 山口 祐介@ 吉楽 篤志　 岡野 智弘@ 山本 清　 小川 直康@ 広瀬 浩一　

111 81 山口 林太郎@D 棚沢 博　 田中 耕介　 木村 利治@ 高場 隆義　 田屋 将英　 志賀 裕幸@D

118 82 鈴木 崇章　 山本 大寿　 澤田 晃　

121 83 高橋 誠二@D 鎌江 文三@D

123 84 齋藤 淳一　 川村 直樹@ 澤田 潔　 岩本 博　

127 85 白井 貴之@D

128 86 岩立 賢一　 半田 実　 吉川 大助　

131 87 沼田 茂昭@

欠場 岩倉 英雄　@D 山田 浩之@D 野崎 隆　 森田 聡史@ 草野 俊正@D 増田 健　 倉岡 博樹　 早水 保貴@

小原 健嗣@D 植田 浩史　

棄権 三好 慶智加　 斎藤 信一郎@ 加茂 靖倫　  

最終予選への通過者
70ｽﾄﾛｰｸまでの12名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による71ｽﾄﾛｰｸの7名（※印）の合計19名

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（2Bブロック）成績表

参加者　134名（アマチュア40名、プロフェッショナル94名）

PLAYER

天　候：曇り


