
開催日： 参加倶楽部数： 19

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6320yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6651yards 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

宮 辰夫 73 水野 修 73

1位 310 2位 311
廣部 清隆 75 (35,40) 小川 貴央 83 (40,43)

前田 文男 79 (41,38) 市原 和実 78 (40,38)

山本 功一 90 (45,45) 白井 敏夫 79 (38,41)

田中 雄三 78 (39,39) 湯浅 良平 79 (39,40)

山口 哲央 86 (44,42) 杉山 稔 81 (40,41)

佐野 充成 78 (41,37) 帰山 雄輔 75 (37,38)

3位 311 4位 315
宮 辰夫 73 (37,36) 堀越 敏広 83 (44,39)

島田 新一 78 (37,41) 今井 正岳 80 (40,40)

山田 秀樹 87 (41,46) 岡村 一八 87 (43,44)

小寺 聡司 82 (40,42) 松浦 裕介 81 (40,41)

大沼 祐介 85 (39,46) 小山 健児 79 (37,42)

田中 美津大 78 (44,34) 水野 修 73 (37,36)

5位 316 6位 319
丸山 篤 82 (41,41) 德島 政治 79 (38,41)

磯野 芳 76 (38,38) 新井 勇司 82 (40,42)

那須 久治 82 (40,42) 細矢 雅光 87 (42,45)

望月 幹仁 81 (37,44) 鈴木 宣博 80 (39,41)

土井 克祥 87 (44,43) 田代 量裕 79 (37,42)

嶋野 菊治 77 (42,35) 坂上 晴由 79 (38,41)

7位 321 8位 323
出山 泰弘 79 (37,42) 海老原 寿人 79 (37,42)

前田 知憲 84 (42,42) 小林 宏輔 79 (40,39)

大八木 陽一 82 (39,43) 岸田 歩 83 (41,42)

舘浦 圭 81 (40,41) 長田 昌也 91 (52,39)

菊池 竜文 88 (49,39) 根津 訓光 82 (38,44)

高山 知晃 79 (40,39) 小池 祥之 83 (41,42)

9位 324 10位 326
三枝 由夫 81 (39,42) 岩橋 光男 81 (38,43)

石塚 勝久 81 (40,41) 加藤 友樹 81 (42,39)

大西 克彦 86 (43,43) 田中 満 82 (43,39)

渡部 美和 83 (42,41) 高橋 健 81 (41,40)

森 孝浩 84 (40,44) 狩生 英志 83 (40,43)

宗像 一敎 79 (41,38) 飯島 英樹 83 (44,39)

11位 330 12位 330
石川 由春 82 (42,40) 吉田 義美 87 (45,42)

町田 元一 81 (45,36) 西脇 正敏 82 (40,42)

渡邉 昭雄 76 (39,37) 花谷 健一 83 (42,41)

本多 伸吾 89 (45,44) 戸蒔 大和 89 (42,47)

大野 誠 88 (41,47) 戸張 智和 82 (40,42)

飯田 孝行 85 (43,42) 日暮 浩之 83 (38,45)
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(習志野)

米原ゴルフ倶楽部

5月18日(火)

(長太郎)

総武カントリークラブ館山カントリークラブ

加茂ゴルフ倶楽部 米原ゴルフ倶楽部

アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ 長太郎カントリークラブ

千葉カントリークラブ 我孫子ゴルフ倶楽部

鹿野山ゴルフ倶楽部 成田東カントリークラブ

勝浦ゴルフ倶楽部 藤ヶ谷カントリークラブ
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13位 331 14位 332
矢野 嘉伸 92 (47,45) 青木 克浩 82 (41,41)

渡辺 裕司 90 (43,47) 窪崎 浩明 83 (41,42)

海老澤 利明 81 (38,43) 買手 徳唯 85 (46,39)

武谷 淳一 86 (43,43) 福田 隆志 76 (39,37)

平澤 賢一 78 (38,40) 川添 有一 92 (45,47)

須藤 隆司 82 (39,43) 木村 豊英 91 (46,45)

15位 335 16位 337
蓑輪 浩 91 (42,49) 吉原 浩 87 (44,43)

南 博 86 (43,43) 藤井 孝夫 86 (46,40)

野口 勇 78 (38,40) 上田 和永 87 (43,44)

吉澤 雅己 82 (39,43) 宮田 正俊 89 (45,44)

佐々木 厚史 89 (43,46) 奥山 竜也 83 (40,43)

平野 健一 96 (48,48) 彦坂 裕一 81 (40,41)

17位 337 18位 340
海老塚 亮一 81 (40,41) 武井 康郎 78 (39,39)

似田 幹男 92 (49,43) 斉藤 昇 83 (42,41)

譚 敬伸 81 (40,41) 小林 良 86 (42,44)

山田 伸夫 92 (43,49) 松浦 竜太 90 (43,47)

四倉 次郎 87 (42,45) 山本 高裕 104 (53,51)

大竹 裕太郎 88 (43,45) 田中 優一郎 89 (45,44)

19位 346
起田 茂男 86 (44,42)

伊佐 賢治 85 (43,42)

神子 仁 83 (41,42)

渡邉 功三 94 (48,46)

渡邉 清和 84 (42,42)

鹿野 剛 98 (48,50)

キングフィールズゴルフクラブ

鴨川カントリークラブ

源氏山ゴルフクラブ

クリアビューゴルフクラブ＆ホテル ゴルフ倶楽部成田ハイツリー

キャスコ花葉CLUB本コース・花葉コース 東京湾カントリークラブ


