
開催日： 参加倶楽部数： 16

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6335yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6555yards Par72 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

西脇 豊 73 阿部 祐希 72

1位 474 2位 479
堀 文明 77 (39,38) 宮沢 重夫 77 (34,43)
石川 富博 81 (44,37) 鴨居 進 81 (41,40)
山宮 秀一 76 (37,39) 内山 嘉雄 82 (42,40)
阿部 祐希 72 (34,38) 横川 修平 77 (38,39)
阿部 匡伺 84 (41,43) 佐藤 雅基 83 (44,39)
渡辺 翔太 84 (40,44) 甲崎 仁 79 (38,41)

3位 480 4位 487
西脇 豊 73 (38,35) 清水 邦彦 75 (38,37)
石口 力 83 (41,42) 諏訪 清志 83 (41,42)
椛澤 潔 82 (39,43) 阿部 勉 79 (40,39)
小林 敬治 81 (41,40) 横田 秀国 85 (41,44)
石黒 展行 80 (37,43) 青木 浩一 82 (39,43)
林 典昭 81 (42,39) 佐藤 由之 83 (40,43)

5位 488 6位 489
新田 鐘大 81 (40,41) 野上 文範 78 (40,38)
岡田 敏也 86 (45,41) 斉木 稔 85 (41,44)
髙村 伸吾 77 (38,39) 目崎 仁 83 (43,40)
渡邊 宏治 82 (38,44) 田村 敏明 77 (39,38)
竹田 裕司 80 (42,38) 佐藤 秀明 81 (38,43)
白川 喜幸 82 (38,44) 星野 泰幸 85 (43,42)

7位 493 8位 496
村本 清治 81 (39,42) 髙橋 正秋 77 (37,40)
本間 勝 88 (48,40) 松本 重光 83 (44,39)
小熊 保 83 (39,44) 石井 清栄 85 (43,42)
川﨑 治 83 (42,41) 齋藤 義浩 81 (41,40)
羽竜 淳 77 (36,41) 水戸 康司 83 (43,40)
大島 裕 81 (39,42) 久代 信二 87 (47,40)

9位 497 10位 498
関矢 勝 82 (42,40) 小西 三男 86 (42,44)
長谷川 修 81 (42,39) 星野 英隆 86 (42,44)
眞嶋 吉一 84 (42,42) 中村 猛 83 (40,43)
長谷川 剛広 85 (45,40) 大桃 祐介 78 (40,38)
栃堀 治 81 (39,42) 神保 雅人 83 (43,40)
丸田 淳 84 (39,45) 田井 康孝 82 (40,42)

11位 499 12位 501
古城 勝彦 80 (40,40) 山田 貴之 80 (41,39)
倉重 正晴 87 (44,43) 佐藤 一喜 84 (40,44)
山田 克明 84 (39,45) 渡辺 一弘 87 (44,43)
諸橋 陽介 80 (35,45) 和田 亮 90 (45,45)
高橋 憲介 83 (41,42) 志村 英樹 74 (38,36)
宇佐美 博昭 85 (47,38) 渡辺 政由 86 (43,43)

松ケ峯カントリー倶楽部湯田上カントリークラブ

妙高カントリークラブ 小千谷カントリークラブ

グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部 米山水源カントリークラブ

新発田城カントリー倶楽部 フォレストカントリー倶楽部

石地シーサイドカントリークラブ 大新潟カントリークラブ三条コース

下田城カントリー倶楽部 紫雲ゴルフ倶楽部

2019年関東倶楽部対抗新潟第2会場予選競技

(グリーンヒル長岡)

新潟ゴルフ倶楽部

5月23日(木)

(湯田上)



2019年関東倶楽部対抗新潟第2会場予選競技

13位 503 14位 504
宮﨑 富士夫 86 (41,45) 霜鳥 薫 85 (41,44)
岩崎 一 78 (39,39) 小林 健治 84 (43,41)
磯貝 徹也 84 (45,39) 筒井 勝利 84 (42,42)
猪股 正紀 80 (45,35) 大泉 一高 85 (40,45)
渡辺 一樹 86 (44,42) 高桑 隆弘 83 (42,41)
原 征夫 89 (42,47) 竹内 邦彦 83 (44,39)

15位 506 16位 510
白 源勇 80 (39,41) 野々村 正博 87 (44,43)
川瀬 弘二 94 (45,49) 渡邊 邦男 90 (47,43)
白 源正 80 (41,39) 佐久間 直人 82 (39,43)
七里 直樹 83 (42,41) 佐藤 智之 79 (40,39)
白 晃栄 85 (45,40) 石山 忠一 88 (47,41)
小林 肇 84 (44,40) 坂上 一弥 84 (42,42)

ヨネックスカントリークラブ 胎内高原ゴルフ倶楽部

糸魚川カントリークラブ 新潟ゴルフ倶楽部


