
開催日： 参加倶楽部数： 22

会場： 通過倶楽部数： 5

Aクラス： 6684yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス： 6954yards Par72 各クラス上位2名、計4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

宮 辰夫 72 日暮 俊明 73

平澤 良雄 72

1位 301 2位 303
宮 辰夫 72 (38,34) 出山 泰弘 78 (38,40)
木村 光方 77 (40,37) 中村 守 75 (37,38)
鶴町 和久 81 (40,41) 宇留野 彰 82 (39,43)
小寺 聡司 75 (35,40) 木村 利治 75 (35,40)
大沼 祐介 82 (40,42) 大澤 信行 80 (38,42)
渡辺 嘉男 77 (38,39) 小暮 大輔 75 (37,38)

3位 306 4位 306
福田 正明 76 (38,38) 高橋 憲一 83 (38,45)
半沢 秀幸 81 (39,42) 嶋野 菊治 80 (39,41)
笹島 栄一 82 (40,42) 那須 久治 76 (36,40)
吹野 耕一 74 (36,38) 望月 幹仁 74 (36,38)
中野 正義 76 (39,37) 流 英一 78 (40,38)
太田 智喜 75 (38,37) 土井 克祥 76 (39,37)

5位 306 6位 306
橋本 和一 80 (38,42) 松下 宗嗣 73 (37,36)
国谷 賢吉 83 (41,42) 上蔀 健一 83 (42,41)
矢吹 元良 76 (39,37) 佐々木 龍二 79 (41,38)
小野 慶 76 (37,39) 鈴木 秀恒 82 (40,42)
滝沢 真澄 81 (41,40) 松下 定弘 77 (40,37)
小林 聡夫 74 (36,38) 森塚 実 77 (37,40)

7位 308 8位 309
平澤 良雄 72 (36,36) 若林 新平 80 (43,37)
白井 健司 82 (41,41) 戸祭 康夫 78 (41,37)
入野 康昭 83 (41,42) 与倉 博逸 76 (39,37)
河内 喜文 76 (38,38) 斎藤 信一郎 78 (38,40)
木名瀬 和重 78 (42,36) 宿谷 郁男 78 (38,40)
尾崎 幸一郎 78 (38,40) 廣田 剛治 77 (40,37)

9位 309 10位 309
山下 勝紀 77 (37,40) 永野 真美 78 (40,38)
加園 浩 81 (43,38) 渡部 儀勝 77 (39,38)
水津 登 81 (40,41) 大野 政治 85 (44,41)
才記 正明 78 (42,36) 齋藤 和彦 77 (40,37)
進藤 祥史 80 (39,41) 服部 昇平 77 (40,37)
日暮 俊明 73 (36,37) 相良 俊美 85 (41,44)

11位 310 12位 314
光山 勝則 80 (41,39) 古澤 章司 82 (39,43)
和泉 一夫 74 (38,36) 辻 四郎 81 (39,42)
橋本 和男 81 (42,39) 藤城 悠 80 (43,37)
木下 輝洋 79 (39,40) 藤城 拓也 75 (39,36)
早乙女 剛史 81 (37,44) 髙村 敏行 78 (39,39)
中島 正春 77 (38,39) 忍田 浩史 83 (39,44)

平成28年度関東倶楽部対抗第4ブロック大会

(習志野)

(水戸)

日光カンツリー倶楽部

6月21日(火)

(扶桑)

水戸グリーンカントリークラブ習志野カントリークラブ

ゴールデンレイクスカントリークラブ カレドニアン・ゴルフクラブ

富士カントリー笠間倶楽部 加茂ゴルフ倶楽部

水戸・ゴルフ・クラブ 日光カンツリー倶楽部

扶桑カントリー倶楽部 土浦カントリー倶楽部

皐月ゴルフ倶楽部佐野コース ディアレイクカントリー倶楽部
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13位 319 14位 319
西山 寛 86 (44,42) 長谷川 仁 84 (41,43)
鈴木 宣弥 81 (41,40) 鈴木 清治 84 (39,45)
笠川 喜久男 83 (45,38) 逆井 英雄 79 (39,40)
瀬戸 信昭 76 (37,39) 菅野 智次郎 78 (39,39)
山岸 邦幸 79 (41,38) 青木 拓史 83 (40,43)
吉柴 利安 79 (39,40) 志村 哲 78 (38,40)

15位 319 16位 319
宍戸 重一 78 (36,42) 髙安 伸也 81 (41,40)
渡部 富夫 75 (41,34) 永井 孝之 77 (40,37)
前田 照利 81 (40,41) 相田 喜久夫 88 (42,46)
田口 敦 87 (44,43) 舘野 章 83 (43,40)
菊名 浩行 80 (38,42) 望月 泰廣 88 (45,43)
湊 弘充 86 (40,46) 船越 秀人 78 (38,40)

17位 320 18位 322
志村 幹夫 78 (40,38) 杉山 伸一郎 83 (39,44)
辻本 太平 83 (42,41) 佐久間 義雄 85 (42,43)
長野 雄一郎 76 (38,38) 亀井 宏一 91 (45,46)
岩間 智也 81 (39,42) 堀口 勝巳 81 (39,42)
菊池 新平 85 (43,42) 堀内 和昭 75 (39,36)
幡谷 仙秀 86 (41,45) 齋藤 芳英 79 (39,40)

19位 322 20位 325
高橋 康之 79 (40,39) 黒沢 登美夫 85 (43,42)
平山 芳照 81 (39,42) 佐藤 幸也 84 (45,39)
片岡 包行 81 (39,42) 煙山 弘 89 (48,41)
溝井 献也 83 (44,39) 宮崎 仁知 86 (45,41)
永田 昭二 79 (41,38) 岡野 智弘 75 (39,36)
中馬 秀興 92 (46,46) 中山 守 81 (38,43)

21位 329 22位 331
冨澤 寛史 86 (44,42) 福原 純一 85 (43,42)
村山 周一 84 (39,45) 大野 良司 88 (43,45)
坂本 茂 83 (41,42) 奥 正昭 82 (41,41)
児矢野 政勝 80 (41,39) 黒川 悟 88 (43,45)
小木 久 88 (39,49) 森 正樹 86 (45,41)
坂本 光浩 82 (40,42) 平野 正行 78 (40,38)

大洗ゴルフ倶楽部

上総富士ゴルフクラブ

ノースショアカントリークラブ 金砂郷カントリークラブ

姉ヶ崎カントリー倶楽部

鹿沼72カントリークラブ

東松苑ゴルフ倶楽部 芳賀カントリークラブ

鷹之台カンツリー倶楽部 猿島カントリー倶楽部


