
開催日： 参加倶楽部数： 15

会場： 通過倶楽部数： 3

Aクラス： 6434yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6576yards Par72 各クラス上位3名、計6名の合計スコア

ベストスコア賞：Aクラス ベストスコア賞：Bクラス

角野 守 73 亀井 隆 71

古澤 章司 73 高村 敏行 71

1位 460 2位 464
辻 四郎 84 (41,43) 髙安 伸也 76 (38,38)
寺澤 洋 78 (37,41) 永井 孝之 76 (39,37)
江連 秀樹 77 (40,37) 生井 孝司 79 (39,40)
古澤 章司 73 (36,37) 相田 喜久夫 76 (38,38)
藤城 拓也 80 (41,39) 舘野 章 77 (37,40)
高村 敏行 71 (37,34) 高山 聡史 85 (41,44)
稲葉 勝美 82 (41,41) 望月 泰廣 80 (39,41)
秋元 真一 81 (39,42) 船越 秀人 79 (41,38)

3位 465 4位 470
橋本 和一 77 (37,40) 田村 次郎 77 (39,38)
国谷 賢吉 78 (41,37) 樋山 儀男 81 (40,41)
矢吹 元良 78 (38,40) 鈴木 盛生 85 (43,42)
武藤 末治 82 (40,42) 松村 茂 83 (42,41)
染谷 功 84 (46,38) 角田 浩 77 (37,40)
小野 慶 75 (39,36) 君島 勇人 74 (39,35)
滝沢 真澄 83 (39,44) 小口 渉 78 (42,36)
小林 聡夫 74 (38,36) 小森 章弘 81 (40,41)

5位 470 6位 474
大貫 敬司 80 (38,42) 遠山 光男 80 (43,37)
井伊 達朗 81 (42,39) 西田 哲三 76 (39,37)
手塚 良美 84 (43,41) 奥山 正 84 (43,41)
角野 守 73 (37,36) 江原 義夫 82 (42,40)
千葉 俊之 78 (42,36) 松本 光央 80 (41,39)
手塚 高志 82 (41,41) 金川 基晴 79 (42,37)
小畑 健史 81 (46,35) 梶谷 卓矢 77 (39,38)
猿山 史朗 77 (39,38) 野口 正和 85 (38,47)

7位 477 8位 477
真下 政夫 77 (38,39) 佐藤 友久 79 (40,39)
石川 清己 78 (41,37) 中村 武雄 84 (43,41)
林 春治 83 (43,40) 井尾 光義 79 (39,40)
藤井 恒雄 79 (38,41) 中山 孝 84 (41,43)
野口 政夫 80 (42,38) 亀井 隆 71 (38,33)
難波 清 81 (41,40) 新井 道夫 87 (43,44)
遠藤 利也 84 (44,40) 川島 美則 77 (39,38)
高橋 昌義 82 (44,38) 千葉 孝 89 (46,43)

9位 483 10位 489
青木 秀樹 82 (42,40) 梅澤 正男 84 (39,45)
片柳 勇 79 (39,40) 岩崎 貞夫 84 (42,42)
明下 雅美 83 (45,38) 本田 悟 88 (48,40)
山本 博美 82 (39,43) 平井 正行 83 (42,41)
鎌田 栄一 82 (38,44) 矢口 敏男 78 (42,36)
笹原 雅樹 79 (40,39) 渡辺 正樹 83 (37,46)
沼澤 秀樹 79 (40,39) 若林 徹 79 (38,41)
生形 幸政 83 (41,42) 花井 祐司 81 (38,43)

11位 489 12位 491
金子 博幸 94 (48,46) 小島 春海 84 (42,42)
池田 広三 83 (45,38) 小島 徹 85 (45,40)
川島 喜一 77 (40,37) 金子 隆良 82 (41,41)
野本 浩治 84 (44,40) 武井 仁 84 (43,41)
島田 賢一 85 (42,43) 金子 隆 80 (39,41)
栗原 聖男 81 (43,38) 信太 秀巨 80 (39,41)
勝俣 彰夫 79 (39,40) 小川 悟 81 (42,39)
宇野 晃二 93 (44,49) 高田 進一 84 (45,39)

芳賀カントリークラブディアレイクカントリー倶楽部

ロイヤルカントリークラブ 鷹ゴルフ倶楽部

ゴールデンレイクスカントリークラブ 那須小川ゴルフクラブ

佐野ゴルフクラブ 唐沢ゴルフ倶楽部

栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部

メイフラワーゴルフクラブ ゴールド佐野カントリークラブ
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13位 501 14位 509
小池 正造 78 (40,38) 大熊 章夫 82 (42,40)
宮田 峰雄 81 (41,40) 小川 勉 87 (44,43)
加藤 武雪 88 (47,41) 小山 務 91 (46,45)
前川 義文 90 (46,44) 坂田 喜政 86 (44,42)
横須賀 可典 79 (35,44) 入江 史朗 90 (49,41)
海老原 実 84 (42,42) 加藤 崇 90 (44,46)
千代田 正司 91 (46,45) 川田 勲 82 (42,40)
菊田 茂 101 (49,52) 半田 敏彦 82 (41,41)

15位 513
中村 一美 91 (46,45)
司代 正己 81 (41,40)
政岡 孝明 90 (45,45)
鈴木 順雄 91 (46,45)
松尾 康司 92 (49,43)
伊藤 竜也 81 (39,42)
加藤 新一 91 (44,47)
飯沼 歩 79 (39,40)

杉ノ郷カントリークラブ

レイクランドカントリークラブ 広陵カントリークラブ


