
開催日： 参加倶楽部数： 14

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6200yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6425yards 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

永井 英輔 68 伊藤 泰介 72

1位 452 2位 465
永井 英輔 68 (33,35) 馬場 康次 73 (35,38)
村野 浩太郎 81 (39,42) 高橋 克己 80 (42,38)
谷合 哲夫 85 (42,43) 関根 克己 79 (39,40)
金子 富夫 75 (38,37) 荻島 富雄 75 (37,38)
竹内 規晃 75 (38,37) 橋本 貴文 83 (40,43)
饒田 剛央 76 (36,40) 澤越 博幸 74 (37,37)
矢部 嘉一 85 (42,43) 内田 圭信 81 (41,40)
白井 洋之 77 (39,38) 新屋敷 剛 83 (42,41)

3位 467 4位 467
大橋 吉一 77 (36,41) 平 智 79 (43,36)
平山 康則 81 (39,42) 小山 洋二郎 74 (36,38)
江本 浩 81 (41,40) 井筒 政通 76 (39,37)
本多 栄一 81 (41,40) 原 芳彦 81 (40,41)
中村 潤 77 (37,40) 佐宗 正幸 83 (42,41)
太田 卓男 79 (37,42) 勝沢 広行 75 (38,37)
柳 秀熙 84 (41,43) 鈴木 善則 80 (40,40)
伊藤 泰介 72 (36,36) 坂本 竜人 84 (42,42)

5位 468 6位 469
安藤 謙治 86 (44,42) 田村 昌三 82 (42,40)
衣笠 洋司 72 (36,36) 水上 富登 79 (40,39)
鈴木 将範 76 (38,38) 小林 正剛 79 (41,38)
清水 雅英 81 (42,39) 山宮 邦夫 79 (40,39)
佐藤 雅彦 77 (39,38) 牧野 純也 77 (38,39)
猿山 隆二 78 (39,39) 田中 泰弘 86 (40,46)
坂本 健造 85 (46,39) 西川 幸一郎 74 (38,36)
横田 繁夫 84 (40,44) 菅本 良治 81 (42,39)

7位 471 8位 477
北原 恵勝 84 (42,42) 清水 正一 81 (37,44)
中嶋 哲雄 76 (39,37) 呉屋 朝幸 81 (41,40)
田中 秀髙 75 (37,38) 田中 康文 82 (39,43)
木下 幸広 82 (40,42) 戸高 明人 81 (36,45)
豊島 秀之 86 (48,38) 榊田 剛 77 (38,39)
工藤 秀顕 92 (51,41) 中嶋 規夫 80 (40,40)
請川 毅 75 (35,40) 酒井 透 78 (40,38)
斉野 恵康 77 (38,39) 長尾 博文 79 (38,41)

9位 478 10位 486
宮澤 泰三 81 (39,42) 田辺 規充 87 (45,42)
箕輪 進 86 (44,42) 倉田 泰輝 80 (43,37)
土屋 雅史 78 (37,41) 植田 元 84 (46,38)
松本 順二 81 (39,42) 北村 信三 92 (46,46)
小笠原 信 76 (37,39) 丹羽 基広 75 (37,38)
野村 幸晴 78 (39,39) 中村 康彦 78 (38,40)
近藤 忠彦 91 (43,48) 田邉 一郎 82 (41,41)
志村 堅二 84 (44,40) 寺田 正秀 89 (44,45)

11位 487 12位 489
市川 正浩 79 (37,42) 佐藤 直基 88 (45,43)
栗原 憲一 81 (44,37) 原田 光則 76 (37,39)
白仁田 和美 88 (39,49) 指田 博 86 (43,43)
田野倉 明正 79 (42,37) 比留間 武治 80 (40,40)
新野 貴裕 83 (45,38) 元木 努 83 (43,40)
髙橋 宏明 83 (42,41) 山崎 祐介 80 (43,37)
小池 雅司 87 (42,45) 岡田 成寛 84 (43,41)
久富 正太郎 82 (39,43) 森谷 慎二 89 (45,44)

武蔵野ゴルフクラブ東京国際ゴルフ倶楽部

八王子カントリークラブ 府中カントリークラブ

立川国際カントリー倶楽部 相武カントリー倶楽部

GMG八王子ゴルフ場 青梅ゴルフ倶楽部

東京よみうりカントリークラブ 小金井カントリー倶楽部

東京五日市カントリー倶楽部 多摩カントリークラブ

2019年　関東倶楽部対抗東京会場予選競技

(東京国際)

相武カントリー倶楽部

5月24日(金)

(立川国際)



2019年　関東倶楽部対抗東京会場予選競技

13位 490 14位 491
露木 政夫 80 (40,40) 内藤 正幸 77 (40,37)
山村 宏二 82 (43,39) 谷 真 77 (39,38)
野中 征夫 85 (42,43) 林 亨 86 (42,44)
髙橋 純一 84 (43,41) 辰巳 賢一 90 (45,45)
中野 秀樹 80 (43,37) 鷲野 憲治 88 (46,42)
栗原 聖男 81 (42,39) 隅田 城 83 (43,40)
上田 晃 83 (40,43) 寺澤 敬雄 81 (39,42)
金 光珍 90 (43,47) 今吉 隆之 87 (43,44)

赤羽ゴルフ倶楽部 桜ヶ丘カントリークラブ


