
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6205yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6518yards 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

舘野 章 72 植木 俊宏 71

1位 451 2位 461
榎本 暁彦 84 (43,41) 髙安 伸也 81 (42,39)
野口 徹 76 (37,39) 舘野 章 72 (36,36)
橋本 茂樹 80 (41,39) 相田 喜久夫 80 (39,41)
細野 博隆 75 (40,35) 田中 実 74 (39,35)
植木 俊宏 71 (37,34) 高山 聡史 83 (44,39)
柿沼 博司 77 (38,39) 船越 秀人 76 (37,39)
本島 博久 77 (40,37) 中村 豊 78 (38,40)
半田 昭博 72 (37,35) 望月 泰廣 81 (42,39)

3位 466 4位 467
広沢 伸吾 78 (40,38) 岡村 一弘 84 (44,40)
川島 好晴 78 (39,39) 伊沢 孝一 82 (40,42)
和泉 一夫 75 (38,37) 高橋 是光 77 (39,38)
橋本 和男 77 (38,39) 北島 雅彦 83 (39,44)
木下 輝洋 76 (37,39) 山内 一晃 73 (37,36)
中島 正春 87 (46,41) 金沢 太竜 73 (34,39)
藤田 祐司 79 (41,38) 神笠 健司 79 (40,39)
大谷 昇 81 (42,39) 加藤 章嘉 79 (38,41)

5位 468 6位 469
松岡 修三 76 (37,39) 染谷 功 76 (40,36)
中上 秀樹 84 (44,40) 小林 聡夫 73 (36,37)
池田 晃 76 (38,38) 矢吹 元良 78 (39,39)
松本 千文 83 (41,42) 国谷 賢吉 77 (38,39)
飯山 敏弘 74 (37,37) 橋本 和一 81 (41,40)
田島 裕之 80 (43,37) 染谷 栄 81 (41,40)
若林 雄二郎 80 (38,42) 小林 直樹 83 (43,40)
須田 雄一郎 79 (37,42) 小嶋 孝之 81 (39,42)

7位 475 8位 476
大貫 敬司 78 (42,36) 阿部 和夫 83 (38,45)
井伊 達朗 82 (42,40) 川島 喜一 74 (38,36)
五月女 甲子夫 77 (36,41) 金子 博幸 86 (41,45)
梅山 哲矢 80 (40,40) 柴田 隆司 75 (37,38)
南 大智 80 (40,40) 島田 賢一 79 (43,36)
手塚 高司 78 (39,39) 勝俣 彰夫 80 (38,42)
松本 武宣 82 (39,43) 林 基行 94 (44,50)
坂本 健二 86 (43,43) 池田 広三 85 (42,43)

9位 477 10位 477
大島 茂夫 76 (38,38) 佐藤 則夫 76 (36,40)
増田 益廣 79 (39,40) 持田 清之 84 (43,41)
永見 徹 82 (44,38) 坂巻 雅彦 84 (45,39)
片柳 正光 79 (41,38) 生形 雅美 80 (41,39)
石村 公彦 83 (44,39) 宮田 玲 80 (42,38)
羽鳥 聡 82 (42,40) 小林 孝之助 79 (41,38)
廣瀬 浩二 83 (45,38) 髙橋 英樹 78 (41,37)
大橋 稔 78 (42,36) 新井 一之 84 (42,42)

11位 478 12位 478
水野 昭博 76 (40,36) 山田 正 75 (37,38)
田村 利光 86 (43,43) 高久 浩 74 (37,37)
坂口 安男 86 (45,41) 石黒 浩幸 78 (38,40)
大川 敏夫 86 (45,41) 江藤 文夫 84 (40,44)
斉藤 和範 75 (39,36) 松本 泰明 82 (42,40)
早坂 孝己 78 (40,38) 関 久昭 83 (41,42)
佐藤 至 80 (41,39) 大窪 幹夫 86 (47,39)
石井 昭浩 77 (40,37) 本波 昌英 86 (45,41)
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(芳賀)

皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース　東・北コース

5月16日(木)

(皆川城)

芳賀カントリークラブ皆川城カントリークラブ

千成ゴルフクラブ ゴールデンレイクスカントリークラブ

皐月ゴルフ倶楽部佐野コース サンヒルズカントリークラブ

ロイヤルカントリークラブ メイフラワーゴルフクラブ

栃木カントリークラブ あさひヶ丘カントリークラブ

皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース 東ノ宮カントリークラブ
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13位 480 14位 491
和田 学 76 (37,39) 船田 隆 91 (44,47)
坂本 博 78 (39,39) 五月女 利雄 82 (42,40)
高倉 健一 86 (46,40) 森 健 74 (37,37)
大嶋 重人 94 (51,43) 小野田 吉一 80 (43,37)
北澤 祐二 83 (42,41) 富永 勉 78 (39,39)
塩野目 満幸 84 (38,46) 小島 伸和 80 (42,38)
塩野目 規雄 80 (42,38) 菊地 義則 97 (51,46)
大橋 新一 77 (38,39) 大上 清和 100 (51,49)

15位 512 16位 513
大塚 正雄 81 (43,38) 小太刀 裕基 88 (48,40)
堤 忠一 84 (45,39) 渡辺 渉 88 (47,41)
小堀 松一郎 83 (42,41) 川崎 博和 86 (41,45)
福田 文夫 75 (39,36) 樋口 隆之 85 (43,42)
小澤 秀章 93 (46,47) 舘野 哲也 83 (41,42)
鎌田 健夫 95 (48,47) 鈴木 教郎 82 (41,41)
村上 真一 90 (46,44) 橋本 義孝 90 (46,44)
近藤 俊之 90 (46,44) 笹岡 伸司 89 (50,39)

17位 515 18位 527
高橋 憲一 87 (43,44) 竹尾 克己 88 (45,43)
坪田 孝文 92 (46,46) 奥澤 利光 85 (45,40)
星野 信男 97 (50,47) 南郷 茂隆 94 (50,44)
山﨑 貞雄 82 (41,41) 松本 英一 93 (48,45)
菊地 政行 77 (40,37) 五十嵐 仁 85 (43,42)
佐藤 一三 90 (47,43) 竹村 慶一 89 (44,45)
相馬 裕暢 87 (46,41) 水口 貴文 93 (51,42)
豊留 健一 91 (51,40) 横倉 輝一 87 (46,41)

ホウライカントリー倶楽部 那須ゴルフ倶楽部

関東国際カントリークラブ 西那須野カントリー倶楽部

風月カントリー倶楽部 南栃木ゴルフ倶楽部


