
天候： 晴れ

期日：2022年7月29日（金）　

会場：長野カントリークラブ（6,857Yards　Par72） NO.　1／1

RANK SCORE

1 66 東 聡　

2 69 山王 規行　 白浜 育男　

4 70 真野 佳晃　 小島 正典　

6 71 川上 衛　 浅野 博　 山田 義孝　 清水 正貴　 依田 祐輔　 久我 明　 山崎 克彦　

13 72 伊藤 雅章 @ 福田 裕至　 河村 聡　

16 73 ※田中 孝幸 @ ※浜田 節夫　 ※小菅 隆志　 ※広田 文雄 @ ※宮島 一馬 @ 清水 一浩　 白浜 浩高　

23 74 山本 治人　 清水 政志　 前田 智徳 ＠D 湯田 浩典　 中村 安男　 藤井 隆之 ＠D 横山 実　 長岡 進　

Chong Delisi ＠ 横山 明仁　 富田 貴仁　 大庭 長人　 山田 謙二　

36 75 勝又 正人　 渡辺 義徳　 鳥海 博文　 深澤 幸雄　 森岡 繁幸 ＠D 三澤 康弘 @ 吉本 志郎　 神藤 太志　

光山 富夫 @ 芹澤 信雄　 稲村 隆浩 @ 松尾 昇　 菊一 利彦　 鈴木 直人　 下野 修照 ＠D

51 76 中村 寛 ＠D 勝又 正浩 @ 朝原 光太郎　 渕上 博俊　 青木 繁之　

56 77 田村 敏明 @ 下向 英一　 佐藤 芳行　 阿部 一元　 清水 睦夫　 西川 達彦　 遠山 一行 @ 渡部 善一　

大橋 義幸　 服部 直樹　 森 英一　 加藤 優　 森田 直樹　 高木 克仁　 川和 真 ＠D 吉越 修 @

家田 浩人　 小林 一敏　 薄葉 勲　

75 78 中井 学　 志澤 淳　 尾辻 茂治　 長峰 全　 田中 勝也　 宮田 玲 @ 稲垣 誠二郎　 北川 裕規　

木下 幸一 ＠D 勝山 尚樹　 加藤 雄二　

86 79 飯塚 裕一 @ 御供 幸広　 梅山 明久@ 持田 哲哉 ＠D 伊藤 暢 ＠D

91 80 松田 守功　 山中 正直　 橋添 純司　 小室 英明　 大橋 紀彦　 小山 宏充 @ 西崎 洋史　 山崎 伸明　

99 81 檜山 英一郎　 宮下 昌俊 @ 山田 豊 ＠D 高橋 一雄　 平松 将　 土屋 寿夫　 務台 英雄 ＠D

106 82 吉岡 賢一郎　 高瀬 洋樹　 堀江 靖見 @ 小林 賢司 @ 勝山 邦彦 ＠D

111 83 長谷川 健治 ＠D 河村 正史　 田尻 寿啓 @ 平尾 喜彦 @ Timothy Fearney ＠ 堀野 晃二　

117 84 宍戸 重一 @ 梶ヶ谷 孝宏　

119 85 五十嵐 俊一 @ 佐川 貞幸 ＠D

121 86 皆川 昇　 小野 哲也 @ 白井 弘典　

124 87 八木橋 実弦　

125 89 諸星 幸政 @

126 91 冨澤 仁 ＠D

127 94 渋谷 一彦 ＠D

欠場 関口 洋一 ＠D 茅野 弘喜 @ 影山 一成　 佐藤 昭彦 @ 松澤 寛 ＠D

棄権 高橋 完　 鈴木 淳一 @ 長谷川 雄幸 ＠D 大谷 正城　 丸山 智弘　 二ツ森 義一 ＠D

橋口 浩一　 田中 龍彦　 村田 俊宏　 大山 和則 @ 神谷 英夫　 大野 裕仁　

最終予選への通過者

72ｽﾄﾛｰｸまでの15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5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（2Cブロック）成績表

参加者　139名　プロフェッショナル　93名/　アマチュア　46名

PLAYER


