
7,206yards/Par72
   

優勝 -6 大岩 龍一 ¥3,000,000 0 藤田 寛之 ¥12,923 3 樋口 健太郎 ¥0

2位 -6 大槻 智春 ¥1,500,000 0 市原 弘大 ¥12,923 3 榎本 真也 ¥0

3位T -4 池田 勇太 ¥570,000 0 遠藤 真 ¥12,923 3 大塚 大樹 ¥0

-4 木下 裕太 ¥570,000 0 山本 隆大 ¥12,923 3 佐久間 秀也 ¥0

-4 篠崎 紀夫
¥570,000

シニア優勝: ¥600,000
0 斉藤 慎 ¥12,923 3 米倉 和良 ¥0

-4 小林 正則 ¥570,000 0 福原 翔太 ¥12,923 66位T 4 木村 友栄 ¥0

-4 矢野 東 ¥570,000 0 加藤 将明 ¥12,923 4 菊池 純 ¥0

8位T -3 深堀 圭一郎
¥192,500

シニア2位: ¥400,000
0 平塚 哲二 ¥12,923 4 小池 智徳 ¥0

-3 猪川 頌生 ¥192,500 0 井上 信 ¥12,923 4 黒岩 輝 ¥0

-3 太田 直己 ¥192,500 0 齋藤 光博 ¥12,923 70位T 5 櫻井 匡樹 ¥0

-3 尾崎 慶輔 ¥192,500 41位T 1 宮本 勝昌 ¥0 5 正岡 竜二 ¥0

-3 宮瀬 博文 ¥192,500 1 高柳 直人 ¥0 5 金 鍾鎭　 ¥0

-3 伊藤 誠道 ¥192,500 1 高野 碧輝 ¥0 5 内藤 慶 ¥0

14位T -2 片山 晋呉 ¥97,500 1 坂本 雄介 ¥0 5 佐藤 えいち ¥0

-2 松本 将汰 ¥97,500 1 吉田 隼人 ¥0 5 丸山 茂樹 ¥0

-2 植松 靖博
¥97,500

シニア3位: ¥250,000
1 荒井 雅彦 ¥0 5 関 将太 ¥0

-2 中里 光之介 ¥97,500 1 森田 徹 ¥0 77位T 6 島野 隆史 ¥0

18位T -1 石坂 友宏 ¥68,700 1 中島 徹 ¥0 6 仲田 寛正 ¥0

-1 小山内 護 ¥68,700 1 上野 晃紀 ¥0 6 植竹 利明 ¥0

-1 宮里 優作 ¥68,700 1 津曲 泰弦 ¥0 6 宇佐美 祐樹 ¥0

-1 比嘉 一貴 ¥68,700 1 立山 光広 ¥0 6 田口 裕二 ¥0

-1 塩見　好輝 ¥68,700 1 堺谷 和将 ¥0 6 平塚 とも幸 ¥0

-1 玉城 海伍 ¥68,700 53位T 2 星 清 ¥0 6 丸山 大輔 ¥0

-1 飯島 宏明 ¥68,700 2 髙橋 竜彦 ¥0 84位T 7 福永 和宏 ¥0

-1 伊澤 利光 ¥68,700 2 久保谷 健一 ¥0 7 齊藤 陸 ¥0

-1 横尾 要 ¥68,700 2 堀川 未来夢 ¥0 86位T 8 遠間 隆裕 ¥0

-1 栗城 凌太 ¥68,700 2 狩野 拓也 ¥0 8 小達 敏昭 ¥0

28位T 0 加藤 仁 ¥12,923 2 村上 哲弥 ¥0 88位T 10 早田 祐也 ¥0

0 波多江 崇 ¥12,923 2 増田 伸洋 ¥0 10 宮里 聖志 ¥0

0 遠藤 彰 ¥12,923 60位T 3 額賀 辰徳 ¥0 90位 11 中田 範彦 ¥0

日神カップ 第49回千葉オープンゴルフトーナメント

平川カントリークラブ

Final Round 成績表

順位 スコア 選手 賞金

日付：2020年10月6日（火）　　　　天候：　晴ときどき曇り　　　　　　　　　気温：　24度　　　　　　　　風向：東北東　　　　　　　　　風速：3m　　　　　　　　　　　　出場人数：90人　　　　　　　　　　　　　　ギャラリー入場数:0人	

賞金 順位 スコア 選手賞金 順位 スコア 選手

大岩選手、大槻選手のプレーオフ（3ホール）の末、大岩選手の優勝


