
期日：2022年7月28日（木）　 NO.1/1

会場：能登カントリークラブ　日本海・はまなすコース（6,926Yards　Par72）

RANK SCORE

1 69 喜多 翔一　

2 70 村上 克佳　

3 71 杉山 直也　

4 72 村上 吉夫　 神農 英和 @ 平山 勲　 菅生 英男　 北澤 数司　 神野 浩　 冨田 正行　 大皿 賀詔　

12 73 ※小林 浩之 @ ※三宅 秀樹　 ※今井 克宗　 ※矢澤 直樹　 ※島田 正士　 ※大野 勲　 ※宇佐美 秀樹　 ※金子 清重　

※山田 又吉　 宮垣 健司　 森木 章年 @

23 74 米山 永力　 鴨林 猛徳　 小西 勝典 @

26 75 松木 徳生　 水谷 友哉 @ 山中 拓　 井出 努　 竹村 路巨　 増田 大樹 @ 楠本 研　 山本 昭一　

大串 芳明　 上出 裕也　 阪野 智久 @ 高橋 朋載　

38 76 甲斐 範昭　 小松 弘和　 堤 隆志　 金村 吾策　 原口 秀樹　 宮下 稔　 大井手 哲　 赤澤 全彦　

46 77 大條 仁彰　 木本 利美　 児島 達之 @ 永井 友之　 西田 隆志 @ D 鷲尾 茂彦　 高橋 伸英 @ 島村 豆至天　

臼井 達也 @ 北原 成史　 大山 碩済 @ 福田 寿和　 石川 大 @ 村岸 充雄　

60 78 藤井 広文 @ 長坂 茂和 @ D 橋野 寿造　 重田 栄作　 重久 徹　 青山 憲昭　 山村 憲人 @ 野々部 良 @ D

小池 良太郎 @ 千種 信介 @ 近藤 勝則 @ 山田 耕治　 神出 慈郎　 白石 哲也 @ 田中 一　

75 79 斎藤 元一 @ 尾崎 功一　 久保 秀人 @ 吉本 千一 @ 奥 智将　 藤原 幸男　 堀口 典弘 @ 糸山 健太郎　

83 80 荒木 東海男　 三田 久雄　 浅澤 敬和　 小島 康弘 @ D 吉兼 慎二 @ 奥松 英樹 @ 曽根 保夫　 浅井 康弘　

91 81 毛塚 佳寿 @ 辻垣内 新太郎　 佐藤 幸彦 @ D 成田 朋正 @ 加藤 悦男　 伊藤 得剛　 大塚 崇史 @

98 82 児玉 年且　 萬代 寛之　 柳原 英夫　 中桐 祐幸　 木下 透　 ワタナベ シンヤ @

104 83 神谷 茂 @ 山口 公彦 @ 佐々木 正樹　 松井 孝司　 小林 正巳　 日下部 幸之助　 名取 輝高 @

111 84 尾口 勉　 近藤 歳宗 @ 洞口 真次 @

114 85 中島 信介　 山田 直敬 @

116 86 長瀬 忠雄　 竹内 祐彦 @ 臼井 大祐　 村上 恒仁 @ D

120 87 吉川 哲郎　 田中 陽海　

122 89 あべ松 直人　

123 90 伊藤 哲彦 @ D

欠場 長谷川 学 @ 川崎 靖仁 @ D 円谷 繁 @ タケ 小山 　 丹羽 祐治 @ D 平井 克昌　 武藤 雄二　

棄権 新井 哲生　 濱田 崇　 寺岡 卓次　 中村 彰男　 千葉 純一 @ 橋立 幸宏　 平野 義尚　 金田 秀龍　

時澤 麿佐　 森 広柚貴　 安河内 朗　 尾島 潤　 伊藤 智史 @ 盛永 哲也 @

最終予選への通過者

72ｽﾄﾛｰｸまでの11名とﾏｯﾁﾝｸﾞｽｺｱｶｰﾄﾞ方式による 73 ｽﾄﾛｰｸの 9名（※印）の合計20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（2Dブロック）成績表

参加者  137名　プロフェッショナル92名／アマチュア45名 

PLAYER

天　候：晴れ


