
藤ヶ⾕カントリークラブ
最終成績 6,844yards/Par72
順位 スコア TOTAL 選⼿ 賞⾦ 順位 スコア TOTAL 選⼿ 賞⾦ 順位 スコア TOTAL 選⼿ 賞⾦

1 -8 64 中⾥　光之介 ¥1,021,000 39T +1 73 ⼭⽥　英⻫ ¥0 77T +6 78 @花島　伸幸 ー

2T -6 66 坂本　雄介 ¥375,000 池内　慧 ¥0 @萩原　秀弥 ー

⽊村　太⼀ ¥375,000 太⽥　直⼰ ¥0 79T +7 79 猪川　頌⽣ ¥0

4T -5 67 岩崎　亜久⻯ ¥152,500 徳永　弘樹 ¥0 @村上　和隆 ー

宮瀬　博⽂ ¥152,500 ⾼橋　⻯彦 ¥0 @⼤和久　仁⼀郎 ー

吉村　明恭 ¥152,500 飯沼　⼤輔 ¥0 82 +8 80 近藤　雅⼤ ¥0

松井　弘樹 ¥152,500 @榎本　貴之 ー 83T +9 81 増⽥　康輔 ¥0

8T -4 68 溝⼝　雄太 ¥95,000 @⼩林　拳史郎 ー 勝⼭　尚樹 ¥0

⾦⽥　直之 ¥95,000 47T +2 74 関　雅史 ¥0 川⼝　将司 ¥0

増⽥　伸洋 ¥95,000 相川　太郎 ¥0 86T +10 82 松崎　俊⼀ ¥0

岩井　亮麿 ¥95,000 桐島　崇⽂ ¥0 @⾕繁　元信 ー

⽯原　航輝 ¥95,000 上野　晃紀 ¥0 @⾦村　幸⽣ ー

増⽥　将光 ¥95,000 蛯名　⼤和 ¥0 @⾼橋　静司 ー

14T -3 69 勝俣　陵 ¥50,000 菊池　英祥 ¥0 @助川　昌弘 ー

横尾　要 ¥50,000 ⼤⽵　泰輔 ¥0 @⼩⼭　健⼀郎 ー

岩間　貴成 ¥50,000 丸⼭　雄也 ¥0 @篠崎　英憲 ー

川岸　良兼 ¥50,000 ⼤⻄　晃次 ¥0 @⽇暮　浩之 ー

⽯⽥　鈴千代 ¥50,000 伊藤　誠道 ¥0 94T +11 83 ⾼⽥　成幸 ¥0

19T -2 70 村上　拓海 ¥30,625 57T +3 75 岡本　政三 ¥0 @松岡　英志 ー

芳賀　洋平 ¥30,625 北川　祐⽣ ¥0 @宮野　嗣英 ー

⽯渡　和輝 ¥30,625 ⼯藤　広治 ¥0 @北澤　浩⼆ ー

上村　⻯太 ¥30,625 津曲　泰弦 ¥0 @渕　祐介 ー

伊藤　有志 ¥30,625 樫本　剛平 ¥0 99T +12 84 @武野　孝太郎 ー

⼩林　正則 ¥30,625 @勝俣　翔 ー @稲村　隆浩 ー

墳崎　啓輔 ¥30,625 @⼩林　隆寿 ー @村下　秀和 ー

和⾜　哲也 ¥30,625 64T +4 76 ⼤⻄　海翔 ¥0 102 +13 85 @関⾕　翔 ー

27T -1 71 尾崎　慶輔 ¥30,000 ⻄村　涼 ¥0 103T +14 86 @草間　匠 ー

阿部　⼤輔 ¥30,000 吉⽥　悟 ¥0 @安⽥　博宣 ー

川上　猛鳴 ¥30,000 池村　晃稀 ¥0 @林　愛輝美 ー

30T E 72 永井　哲平 ¥3,333 @中村　暸 ー 106T +16 88 @陽⽊　克昌 ー

⼩⼭内　護 ¥3,333 @品本　優 ー @⽥嶋　久敬 ー

⿑藤　陸 ¥3,333 @松澤　⻁⼤ ー 108 +19 91 @成島　康之 ー

川崎　政志 ¥3,333 @⽯井　啓太 ー 109 +20 92 @横⼿　優介 ー

清川　亨 ¥3,333 @⾦⽥　卓⼰ ー 110 +23 95 @実成　俊也 ー

猿⽥　勝⼤ ¥3,333 @⼾張　智和 ー 111 +40 112 @村上　克宏 ー

佐久間　秀也 ¥3,333 74T +5 77 ⼭路　幹 ¥0 ⽋場 ⽥幡　勝⼀

ディネッシュ・チャンド ¥3,333 @⻫藤　清裕 ー

蛭川　隆 ¥3,333 @⽊暮　凌太 ー

⽇付︓2021年11⽉8⽇（⽉） 天気︓晴 ⾵向︓東北東 ⾵速︓1m 出場⼈数︓111名（プロフェッショナル71名、アマチュア40名）

第２回　柏オープンゴルフ選⼿権

特別賞︓1番ホールイーグル賞（賞⾦20万円、複数均等割）

該当選⼿︓増⽥　将光


