
開催日： 参加倶楽部数： 23

会場： 通過倶楽部数： 3

Aクラス：6503yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6883yards 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

関根 幸一 73 谷口 幸大 77

関 茂生 77

1位 306 2位 315
関根 幸一 73 (38,35) 宮本 清 77 (40,37)
前田 正雄 80 (40,40) 鈴木 明 82 (41,41)
大内田 愼一郎 79 (40,39) 小川 覚太郎 81 (42,39)
谷口 幸大 77 (39,38) 髙橋 薫 78 (39,39)
船橋 数晃 83 (41,42) 白石 亮二 88 (43,45)
関 茂生 77 (37,40) 宝地戸 展幸 79 (38,41)

3位 317 4位 323
北村 成幸 74 (36,38) 荒井 貞雄 82 (40,42)
渡辺 基樹 79 (41,38) 竹田 賢司 83 (38,45)
神 羊二 80 (41,39) 立石 和彦 88 (42,46)
内山 孝平 84 (39,45) 川井 光洋 80 (39,41)
相田 裕康 84 (41,43) 田中 良博 78 (41,37)
砂塚 亘 80 (41,39) 山田 豊 80 (39,41)

5位 323 6位 325
木本 裕二 81 (39,42) 福島 清一 89 (46,43)
關橋 光一 80 (38,42) 大川戸 弘治 80 (41,39)
青山 透 81 (42,39) 来住野 忠之 80 (40,40)
吉岡 進 82 (40,42) 吉田 壮一郎 83 (42,41)
沓掛 誠 80 (41,39) 眞田 利彦 84 (42,42)
新井 利幸 88 (42,46) 牧瀬 直行 82 (40,42)

7位 329 8位 332
浅川 辰彦 87 (43,44) 島﨑 勇 88 (43,45)
池田 陽介 89 (50,39) 金子 光彰 80 (40,40)
森 一郎 86 (43,43) 倉嶋 茂 83 (39,44)
久田 謙 79 (41,38) 村木 徳親 78 (38,40)
大野 達朗 78 (39,39) 黒岩 哲夫 91 (45,46)
佐野 知大 78 (41,37) 伊藤 博 96 (47,49)

9位 333 10位 334
清水 重夫 82 (40,42) 小泉 薫 80 (38,42)
森山 明英 84 (43,41) 嶋 辰雄 91 (42,49)
安藤 敬一郎 84 (43,41) 笠井 誠 88 (44,44)
田中 俊行 82 (38,44) 嶋田 茂 82 (42,40)
向山 和徳 85 (42,43) 大塚 寛 84 (42,42)
中村 誠之 88 (45,43) 上原 一憲 91 (48,43)

11位 337 12位 337
関口 哲明 88 (41,47) 我妻 文男 83 (43,40)
神保 淳 87 (43,44) 馬場 敬之輔 85 (42,43)
岩瀬 賢治 83 (42,41) 片山 英樹 89 (41,48)
栗本 智充 88 (39,49) 有賀 史剛 81 (42,39)
宮脇 裕之 83 (41,42) 森岡 繁幸 88 (41,47)
岩下 泰佳 84 (41,43) 宮島 輝喜 94 (45,49)

2019年関東倶楽部対抗埼玉第2会場予選競技

(岡部チサン)

岡部チサンカントリークラブ　美里コース

5月14日(火)

(岡部チサン)

(岡部チサン)

オリムピック・カントリークラブ　レイクつぶらだコース 東京ゴルフ倶楽部

武蔵カントリークラブ

高坂カントリークラブ岡部チサンカントリークラブ

飯能パークカントリークラブ

鳩山カントリークラブ 石坂ゴルフ倶楽部

ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 寄居カントリークラブ

ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 さいたまゴルフクラブ



2019年関東倶楽部対抗埼玉第2会場予選競技

13位 338 14位 338
大野 孝 92 (44,48) 田島 幸久 88 (43,45)
森脇 康行 88 (43,45) 古田 雅二 90 (42,48)
服部 誠 86 (41,45) 田島 俊信 77 (38,39)
木村 吉秀 85 (44,41) 野口 雄司 86 (42,44)
廣瀬 和広 83 (41,42) 斉藤 賢司 87 (41,46)
中畝 宏 81 (40,41) 新保 努 91 (50,41)

15位 339 16位 339
金澤 浩 92 (42,50) 小山 博義 83 (41,42)
根岸 淳 86 (42,44) 山下 明 82 (42,40)
内田 幸弘 83 (39,44) 田中 靖尚 92 (42,50)
小島 好夫 88 (42,46) 田中 健司 82 (41,41)
鎌田 和茂 82 (41,41) 鈴木 克到 95 (46,49)
奈良岡 敏之 95 (46,49) 小林 賢司 92 (43,49)

17位 342 18位 343
加藤 敏彦 87 (44,43) 中山 忠良 87 (46,41)
齋藤 晃 83 (41,42) 吉澤 俊明 85 (40,45)
伊藤 幸夫 84 (43,41) 秋元 裕滋 93 (44,49)
岡上 浩司 87 (41,46) 小谷野 文孝 83 (40,43)
安東 正治 95 (54,41) 田邉 光男 88 (45,43)
山中 幹大 88 (43,45) 野澤 義彦 89 (43,46)

19位 344 20位 346
谷藤 信男 91 (44,47) 泉名 純一 82 (42,40)
加藤 友久 89 (47,42) 佐藤 利文 87 (44,43)
東館 修一 92 (45,47) 山田 健一 88 (44,44)
相川 富士夫 83 (40,43) 原 仁 89 (41,48)
木村 元一 81 (41,40) 安里 明 88 (44,44)
小西 求史 87 (44,43) 上地 龍彦 91 (42,49)

21位 347 22位 348
伊藤 明 85 (44,41) 内田 義明 89 (43,46)
高橋 俊行 84 (41,43) 本間 正明 92 (43,49)
奈良 正雄 88 (42,46) 門馬 恒夫 88 (44,44)
常木 祥一 89 (40,49) 萬代 誠二 83 (40,43)
金田 弘之 90 (43,47) 山縣 政和 91 (45,46)
松本 哲哉 89 (44,45) 柳 隆晃 88 (45,43)

23位 352
矢島 一也 86 (42,44)
石井 覚 96 (44,52)
吉敷 光明 95 (47,48)
笹子 健一 87 (43,44)
奥 豊 84 (41,43)
庄司 文明 91 (42,49)

飯能くすの樹カントリー倶楽部 飯能グリーンカントリークラブ

こだま神川カントリークラブ

飯能ゴルフクラブ

秩父国際カントリークラブ

久邇カントリークラブ

川越グリーンクロス

彩の森カントリークラブ・ホテル秩父

リバーサイドフェニックスゴルフクラブ

おおむらさきゴルフ倶楽部

児玉カントリー倶楽部


