
成績表 天候 晴れ

(ダンロップ・スリクソン福島オープン最終予選会) 気温 26℃

Tuesday,Jun4,2019  湿度 49%

棚倉田舎倶楽部 7,010Y/PAR72 風向・風速 南/2m

RANK PLAYER RANK PLAYER

1 65 (-7) / 中島　雅生 70 (-2) / 黒岩　輝

2 66 (-6) / 高橋　慧 72 (±0) / 横川　修平 松本　幹久

3 67 (-5) / 山本　太郎 73 (+1) / 杉原　大河

4T 68 (-4) / 森　雄貴 岩間　貴成 鈴木　敬太 74 (+2) / 伊藤　敏定

7T 69 (-3) / 近藤　龍一 ※鈴木　勝文 平本　穏 増田　将光 平井　俊光 以上5名が「ダンロップ・スリクソン福島オープン」出場資格獲得

以上10名(有資格者※印の者を除く)が「ダンロップ・スリクソン福島オープン」出場資格獲得 菊地　一郎 呉　司聡 遠藤　銀河 辻田　晴也

12T 70 (-2) / 吉田　悟 鈴木　之人 宮瀬　博文 宇佐美　祐樹 小野　秀昭 75 (+3) /

17T 71 (-1) / 矢島　篤 水上　龍樹 加藤　将明 金子　敬一 武　吉蔵 76 (+4) / 野村　龍太郎

22T 72 (±0) / 富山　聡 栗城　凌太 阪本　烈 古田　幸希 山内　慎介 77 (+5) / 工藤　颯太

27T 73 (+1) / 小野田　英史 伊藤　敏明 片山　純一 大原　俊之 深堀　雷斗 大野　良徳 78 (+6) / 大沼　竜也

33T 74 (+2) / 竹村　知也 志鎌　圭介 ※佐藤　圭介 大熊　洋司 成松　亮 79 (+7) / 佐々木　尚紀 小林　琢八 東　幸司 竹馬　正広

38T 75 (+3) / 曲山　正廣 古川　敦基 伊藤　慶隆 長澤　幸治 中里　鉄也 菅原　和穂 和田　洸夢

小林　伸太郎 矢部　直弘 81 (+9) / 千葉　堅 森山　善和 青木　浩一

46T 76 (+4) / 小松　　照 瀧山　侑輝 勝又　崇之 佐久間　秀也 山崎　慎一 吉田　良彌 82 (+10) / 橋本　高光 飯島　智史 白岩　文伸 渡辺　健

青山　誠 東家　賢政 菊池　　純 83 (+11) / 佐藤　亮

55T 77 (+5) / 高田　匡志 加治屋　舜介 大関　翔 木村　龍 佐藤　剛平 高野　幸治 84 (+12) / 黒澤　純一 菅原　大喜

61T 78 (+6) / 井原　健 飯田　智一 癸生川　喜弘 橋本　日都 85 (+13) / 近内　涼太 菊池　耕己 香西　弘

65T 79 (+7) / 角田　博満 寺田　天我 86 (+14) / 齋藤　政寛 西間木　広和 今井　佳

80 (+8) / 87 (+15) / 三津間　茂 中野　憲夫 菅波　聡 下平　賀生

67 81 (+9) / 小川　厚 88 (+16) / 釜石　勝美 熊田　俊彦

82 (+10) / 89 (+17) / 細山　敬三 鈴木　修 棚木　孝人

83 (+11) / 90 (+18) / 佐々木　知浩

68 84 (+12) / 法井　瑠爽 91 (+19) / 菊田　直史 鹿目　哲也 松本　竜児 大竹　春樹

69 85 (+13) / 鬼澤　友秀 92 (+20) / 立元　健治 紺野　洋太

70 88 (+16) / 阿部　武彦 96 (+24) / 秦野　義仁

97 (+25) / 富永　義規

： 桑島大紀(9H首痛により)/岡地　直紀(18H体調不良のため) 100 (+28) / 鷹箸　行雄

101 (+29) / 佐藤　眞

： アマチュア・プロとも第1位及び予選通過最終位がタイの場合は、18番ホールからのカウントバックにて順位を決定タイの決定

プロの部 参加:71名　本戦通過人数: 10名 アマチュアの部 参加54名　本戦通過人数: 5名

SCORE SCORE

棄　　権


