
開催日： 参加倶楽部数： 16

会場： 通過倶楽部数： 1

Aクラス：6184yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6549yards Par72 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

山宮 秀一 74 阿部 祐希 73

1位 477 2位 479
杉本 達也 85 (42,43) 堀 文明 87 (44,43)
岩崎 一 79 (38,41) 阿部 秀雄 85 (42,43)
山口 昭夫 77 (38,39) 山宮 秀一 74 (36,38)
猪股 正紀 77 (36,41) 阿部 祐希 73 (37,36)
齊藤 貴之 79 (39,40) 井上 康広 82 (41,41)
渡辺 一樹 80 (39,41) 阿部 匡伺 78 (38,40)

3位 481 4位 484
加藤 仁 77 (35,42) 野田 富勝 81 (38,43)
清野 喜美男 80 (41,39) 鈴森 浩司 80 (39,41)
源川 幸恭 84 (40,44) 小島 達也 80 (37,43)
椎谷 聡 80 (44,36) 上山 雄一 84 (38,46)
見田 和也 75 (39,36) 石本 哲也 83 (42,41)
田中 寿幸 85 (45,40) 藤岡 和彦 76 (37,39)

5位 489 6位 492
宮沢 重夫 77 (38,39) 髙村 伸吾 75 (35,40)
内山 嘉雄 77 (39,38) 藤田 高彦 84 (41,43)
鴨居 進 83 (42,41) 貝川 一徳 87 (40,47)
佐藤 雅基 81 (40,41) 島田 修 80 (43,37)
須崎 淳 87 (46,41) 渡邊 宏冶 76 (36,40)
池田 輝男 84 (42,42) 塚田 博 90 (45,45)

7位 493 8位 495
須貝 和俊 85 (42,43) 加藤 昭 89 (42,47)
渡辺 正 82 (40,42) 加藤 政彦 82 (43,39)
澤田 宏幸 77 (38,39) 塩田 義行 83 (44,39)
高橋 直樹 87 (39,48) 羽賀 伸久 84 (39,45)
工藤 一大 78 (37,41) 赤井田 和幸 79 (37,42)
堀 智貴 84 (42,42) 吉川 一夫 78 (41,37)

9位 496 10位 503
大平 成年 79 (40,39) 曽根 明 78 (39,39)
和泉 吉郎 86 (38,48) 田中 和弘 86 (42,44)
高久 禎久 83 (42,41) 田村 隆一 83 (41,42)
大桃 祐介 81 (40,41) 中山 英明 82 (39,43)
田井 康孝 88 (43,45) 武藤 剛 88 (41,47)
藤田 寛嗣 79 (38,41) 加藤 英一 86 (43,43)

11位 506 12位 508
渡辺 一弘 82 (37,45) 金子 満 81 (42,39)
佐藤 一喜 79 (40,39) 諏訪 清志 90 (45,45)
渡辺 政由 84 (38,46) 阿部 勉 81 (39,42)
金子 隆博 86 (44,42) 小髙 学 84 (41,43)
坂爪 豪 98 (55,43) 佐藤 由之 87 (40,47)
佐藤 大裕 77 (38,39) 横田 秀国 85 (43,42)

湯田上カントリークラブ糸魚川カントリークラブ

松ケ峯カントリー倶楽部 妙高カントリークラブ

イーストヒルゴルフクラブ ノーブルウッドゴルフクラブ

櫛形ゴルフ倶楽部 笹神五頭ゴルフ倶楽部

大新潟カントリークラブ 三条コース 阿賀高原ゴルフ倶楽部

紫雲ゴルフ倶楽部 米山水源カントリークラブ

2022年関東倶楽部対抗新潟第1会場予選競技

(湯田上)

糸魚川カントリークラブ

5月17日(火)

(湯田上)
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13位 513 14位 517
福原 晋平 81 (39,42) 小林 福栄 81 (41,40)
鈴木 史敏 78 (38,40) 加藤 丈明 80 (39,41)
樋口 勝彦 94 (47,47) 横山 智行 87 (43,44)
内山 洋一 89 (40,49) 杉原 有也 95 (51,44)
保坂 恭久 86 (42,44) 細貝 祐輝 91 (44,47)
小林 幸雄 85 (41,44) 丸田 純 83 (41,42)

15位 525 16位 527
髙橋 正秋 80 (41,39) 伊藤 彰 87 (45,42)
吉岡 和晃 85 (41,44) 佐藤 光明 90 (46,44)
黒井 雅章 85 (42,43) 髙橋 誠 92 (47,45)
佐藤 政信 90 (41,49) 桐生 匠 82 (40,42)
水戸 康司 88 (39,49) 小日向 睦 87 (43,44)
畑山 順俊 97 (42,55) 井上 哲也 89 (46,43)

フォレストカントリー倶楽部 新津カントリークラブ

十日町カントリークラブ 中峰ゴルフ倶楽部


