
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6550yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6697yards 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

星野 一 74 二宮 啓太 72

石井 重次 74

1位 471 2位 475
石井 重次 74 (36,38) 出浦 功 81 (42,39)
峯澤 克之 83 (44,39) 片野 由次 80 (38,42)
初川 輝純 81 (40,41) 榎本 幸和 85 (44,41)
岡田 裕幸 79 (40,39) 森屋 智之 81 (40,41)
早川 友己 79 (36,43) 上條 覚 75 (38,37)
三上 哲人 77 (37,40) 小野 竜彦 80 (38,42)
大橋 祐樹 87 (43,44) 小林 賢三 80 (44,36)
久保 秀成 81 (42,39) 野村 太一郎 78 (37,41)

3位 475 4位 489
高城 正男 76 (37,39) 仁科 雅司 88 (42,46)
竹井 輝雄 79 (38,41) 畠山 幸一 84 (46,38)
赤池 正隆 82 (42,40) 藤本 正三 79 (38,41)
桑田 裕治 92 (43,49) 古屋 浄 85 (42,43)
手塚 大輔 81 (42,39) 赤坂 昇 78 (40,38)
渡辺 竜次 77 (40,37) 城之内 豪 84 (45,39)
望月 正志 86 (42,44) 長田 真一 79 (38,41)
柴田 修 80 (37,43) 鈴木 雅俊 84 (39,45)

5位 492 6位 492
佐藤 和男 80 (40,40) 三枝 寛 75 (35,40)
寺田 彰 86 (47,39) 坂本 裕章 83 (41,42)
原田 知明 84 (42,42) 縄重 亨 84 (45,39)
長田 章 82 (43,39) 武藤 俊治 91 (42,49)
上條 英二 80 (42,38) 阿久津 司郎 84 (44,40)
藤本 武彦 81 (40,41) 谷川 幸仁 83 (41,42)
丸山 竜児 91 (44,47) 林 博夫 83 (39,44)
守田 忍 85 (43,42) 杉山 由紀彦 92 (43,49)

7位 493 8位 493
清水 公一 82 (40,42) 星野 一 74 (34,40)
河西 幹夫 77 (35,42) 安部 俊人 80 (41,39)
龍澤 淳 86 (43,43) 廣瀬 久夫 84 (42,42)
伊東 正弘 83 (39,44) 田中 秀樹 90 (43,47)
赤池 祐三 81 (39,42) 岩間 靖典 86 (41,45)
増田 武久 87 (43,44) 永田 淳一 87 (45,42)
若月 栄治 86 (40,46) 小澤 茂樹 82 (39,43)
天野 実 84 (42,42) 深沢 元 87 (42,45)

9位 502 10位 502
宮本 健司 84 (40,44) 大神田 巧 79 (38,41)
渡辺 勝明 85 (40,45) 和田 章正 82 (44,38)
岡田 和樹 79 (38,41) 田中 正則 86 (43,43)
松浦 真吾 81 (40,41) 山田 寛 81 (40,41)
田中 秀司 86 (42,44) 山口 育生 90 (43,47)
菅原 剛 84 (43,41) 大森 宏文 81 (40,41)
渡辺 均 89 (43,46) 四分一 武 90 (42,48)
田中 博幸 88 (41,47) 森屋 英治 89 (41,48)

11位 502 12位 502
奥冨 隆夫 83 (40,43) 吉村 誠治 83 (39,44)
山森 恵一 89 (43,46) 倉橋 秀明 83 (36,47)
郷田 重道 88 (38,50) 折本 雄一 86 (43,43)
野武 昇 84 (45,39) 春名 和彦 86 (41,45)
小泉 和章 80 (35,45) 吉村 将吾 78 (40,38)
平林 浩二 83 (40,43) 守屋 満 85 (39,46)
平林 治子 84 (43,41) 金子 成一 87 (50,37)
大島 大 94 (47,47) 三吉 章雪 97 (49,48)

2019年関東倶楽部対抗山梨会場予選競技

(春日居)

(メイプルポイント)

富士レイクサイドカントリー倶楽部

5月16日(木)

(富士川)

オリムピックカントリークラブメイプルポイントゴルフクラブ

秋山カントリークラブ 北の杜カントリー倶楽部

昇仙峡カントリークラブ 都ゴルフ倶楽部

シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 春日居ゴルフ倶楽部

富士レイクサイドカントリー倶楽部 河口湖カントリークラブ

都留カントリー倶楽部 上野原カントリークラブ



2019年関東倶楽部対抗山梨会場予選競技

13位 503 14位 505
小川 正彦 85 (42,43) 荻野 英治 85 (41,44)
平本 眞言 87 (45,42) 柳澤 進 86 (44,42)
石井 米二郎 83 (42,41) 杉山 一幸 91 (41,50)
佐々木 均 88 (42,46) 望月 寿朗 93 (50,43)
奥山 勝大 84 (41,43) 雨宮 喜久 79 (38,41)
中嶋 正憲 84 (41,43) 小林 英樹 92 (44,48)
山口 大介 80 (39,41) 二宮 啓太 72 (33,39)
相原 吉正 85 (41,44) 望月 道晃 96 (50,46)

15位 509 16位 511
谷 重次 80 (37,43) 武井 達郎 83 (41,42)
長坂 正仁 90 (45,45) 岩波 肇 77 (38,39)
柳 貴之 93 (43,50) 太田 正人 87 (41,46)
浅川 泉 92 (44,48) 河野 晃 86 (43,43)
親松 久幸 83 (40,43) 藤本 和博 87 (41,46)
横内 応佳 79 (41,38) 小林 雅史 93 (44,49)
小田切 真一 86 (43,43) 保坂 嘉之 91 (46,45)
山本 力 85 (44,41) 加々美 秀紀 87 (44,43)

17位 513 18位 520
佐野 富治 80 (40,40) 吉澤 貞雄 92 (44,48)
森田 久雄 89 (42,47) 山村 政治 90 (45,45)
西田 幸弘 91 (43,48) 望月 修 83 (40,43)
村瀬 榮 92 (46,46) 望月 明 92 (45,47)
中島 久弥 85 (44,41) 望月 圭 83 (40,43)
山村 祐吾 89 (43,46) 都元 陽介 84 (40,44)
望月 大輔 79 (38,41) 西中山 宝 91 (46,45)
勝地 史昭 93 (49,44) 鈴木 茂夫 88 (45,43)

富士ロイヤルカントリークラブ 甲斐ヒルズカントリー倶楽部

境川カントリー倶楽部 甲府国際カントリークラブ

中央都留カントリー倶楽部 富士川カントリークラブ


