
開催日： 参加倶楽部数： 14

会場： 通過倶楽部数： 1

Aクラス：6274yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6623yards 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

岡田 睦広 73 有賀 正起 73

新井 佳泉 73 滝沢 信也 73

1位 462 2位 463
梅山 明久 76 (37,39) 中澤 文行 79 (40,39)

篠原 寿 80 (39,41) 大和田 康夫 78 (36,42)

狩野 又男 74 (36,38) 櫻井 伸一 76 (39,37)

髙橋 岩夫 76 (38,38) 岡部 哲也 80 (42,38)

井草 洋一 82 (43,39) 金田 崇宏 79 (41,38)

有賀 正起 73 (37,36) 滝沢 信也 73 (37,36)

斎藤 武司 81 (44,37) 廣瀬 光成 78 (40,38)

篠原 智 87 (40,47) 芝 慶 88 (40,48)

3位 468 4位 469
小野 茂 81 (41,40) 岡田 睦広 73 (37,36)

石田 三男 78 (37,41) 清水 勲 85 (43,42)

渡邉 俊裕 76 (39,37) 栗原 隆 77 (38,39)

髙橋 正敏 83 (40,43) 中島 信次 84 (41,43)

小見 康雄 78 (39,39) 河野 礼次郎 84 (43,41)

大谷 康孝 78 (40,38) 濱野 哲敬 76 (38,38)

武井 悟 77 (42,35) 長岡 元樹 75 (37,38)

石原 正行 80 (41,39) 鈴木 輝久 87 (43,44)

5位 471 6位 477
五明 顕二 87 (44,43) 清田 貴夫 78 (40,38)

吉田 武夫 79 (41,38) 星野 朗 84 (43,41)

廖 挺毅 77 (37,40) 長谷川 壽彦 82 (42,40)

小島 正行 84 (42,42) 千明 直一 79 (42,37)

戸井 智之 77 (37,40) 小杉 謙介 81 (41,40)

大塚 次郎 75 (36,39) 鈴木 祥浩 79 (41,38)

堀越 勝 79 (41,38) 白石 哲也 78 (40,38)

倉林 卓摩 87 (47,40) 飯塚 均 84 (43,41)

7位 482 8位 482
冨澤 森幸 80 (38,42) 金子 憲三 80 (42,38)

須藤 和義 76 (40,36) 後藤 栄治 85 (43,42)

中島 俊幸 80 (41,39) 樋口 敏治 78 (36,42)

今泉 三郎 81 (41,40) 井上 雅裕 84 (40,44)

堀口 松幸 81 (43,38) 金井 正英 90 (51,39)

太田 錠児 83 (41,42) 松原 孝行 78 (41,37)

小澤 孝之 88 (45,43) 今井 和昌 81 (40,41)

関口 真司 82 (40,42) 須田 和広 81 (43,38)

9位 483 10位 483
髙橋 潔 82 (41,41) 新井 佳泉 73 (38,35)

諸田 徳寿 81 (43,38) 水川 純一 76 (38,38)

杉木 邦夫 75 (39,36) 大庭 敏夫 90 (46,44)

髙山 実 88 (46,42) 岡村 富雄 86 (47,39)

谷 直樹 80 (41,39) 角田 卓也 84 (40,44)

藤見 好和 84 (44,40) 今村 幹隆 81 (39,42)

宮崎 淳一 87 (43,44) 下條 公聖 83 (43,40)

登坂 貴 81 (41,40) 髙梨 利昭 88 (48,40)

11位 488 12位 497
堀越 英夫 79 (41,38) 小菅 利弘 80 (40,40)

伊藤 榮輔 76 (39,37) 坂本 公也 81 (38,43)

黒沢 三郎 84 (40,44) 片桐 忠夫 83 (42,41)

市川 哲次 83 (41,42) 眞塩 和夫 84 (43,41)

金田 清治 87 (44,43) 高橋 忠宏 83 (41,42)

小山 佳久 82 (38,44) 神保 富明 87 (45,42)

小俣 行秀 85 (43,42) 原 雄一郎 86 (43,43)

長谷部 弘喜 83 (41,42) 岸 文雄 84 (44,40)
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(RAYSUM)

(グリーンパーク)

グリーンパークカントリークラブ　東・西コース

5月18日(火)

(伊香保国際)

(草津)

草津カントリークラブ伊香保国際カンツリークラブ

ツインレイクスカントリー倶楽部 赤城ゴルフ倶楽部

JGMベルエアゴルフクラブ THE RAYSUM

ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 緑野カントリークラブ

高山ゴルフ倶楽部 グリーンパークカントリークラブ

上武カントリークラブ 富岡ゴルフ倶楽部
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13位 498 14位 498
長嶋 正 80 (41,39) 森村 貞夫 85 (43,42)

井上 輝男 87 (47,40) 立石 眞一 82 (39,43)

荒川 信彦 97 (49,48) 釣井 賢一郎 85 (45,40)

西山 健一 84 (40,44) 猪熊 義一 97 (51,46)

大瀧 初明 82 (40,42) 原澤 文雄 76 (37,39)

内田 徹 79 (41,38) 木村 文徳 88 (42,46)

小野 貴弘 86 (43,43) 中川 進 86 (41,45)

南 聖二 87 (40,47) 金井 康広 84 (43,41)

メイレイクヒルズカントリークラブ 白水ゴルフ倶楽部


