
開催日： 参加倶楽部数： 19

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6390yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6810yards 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

佐々木 康夫 76 杉浦 大幹 75

1位 320 2位 322
山岸 邦幸 78 (39,39) 内山 大介 78 (41,37)
河野 淳一 87 (42,45) 秋保 宏之 83 (42,41)
瀨戸 信昭 84 (40,44) 松原 伸夫 93 (47,46)
水上 晃男 77 (39,38) 金子 貴司 80 (40,40)
山野 貴之 82 (39,43) 佐藤 雅和 94 (50,44)
額賀 逸朗 81 (43,38) 山端 孝博 81 (43,38)

3位 324 4位 328
塩田 一史 78 (39,39) 中村 由一郎 85 (41,44)
大内 喜久 83 (40,43) 木村 忠典 85 (43,42)
小野塚 恵治 91 (48,43) 佐々木 康夫 76 (35,41)
杉浦 大幹 75 (37,38) 山本 充 85 (46,39)
佐藤 英幸 88 (48,40) 曾田 一 84 (43,41)
篠崎 秀樹 93 (48,45) 石毛 慎吾 83 (40,43)

5位 328 6位 330
眞﨑 敏寛 83 (41,42) 山田 清孝 86 (43,43)
鈴木 淳一 79 (38,41) 山田 弘孝 91 (46,45)
広見 誠 88 (43,45) 勝俣 徳士 85 (42,43)
手塚 辰弥 79 (39,40) 進藤 巧 77 (38,39)
寄元 貴 87 (44,43) 齋藤 誠一 82 (38,44)
秋山 裕 93 (50,43) 瀧澤 信二 84 (43,41)

7位 331 8位 331
佐伯 輝夫 83 (43,40) 中上 浩三 82 (39,43)
眞々田 恒久 88 (44,44) 安藤 秀二 87 (45,42)
大隈 浩 96 (52,44) 岡村 善裕 93 (46,47)
窪田 新平 79 (42,37) 中村 英明 76 (39,37)
岡安 映昌 81 (45,36) 山本 健次郎 86 (45,41)
平野 豪 85 (42,43) 日置 一 87 (44,43)

9位 331 10位 331
松村 滋基 79 (37,42) 亀井 宏一 84 (44,40)
大貫 靖浩 79 (41,38) 遠藤 直樹 82 (40,42)
奥村 夏彦 91 (46,45) 山野 純也 90 (46,44)
佐々木 政一 84 (42,42) 高村 保 81 (38,43)
倉重 明弘 89 (47,42) 鶴薗 弘明 92 (45,47)
伊藤 健志 89 (44,45) 下山 秀行 84 (41,43)

11位 334 12位 337
嶋田 尚治 83 (42,41) 上田 和永 83 (39,44)
平山 弘昭 85 (43,42) 佐藤 文友 84 (43,41)
宮下 宜嗣 88 (44,44) 藤井 孝夫 98 (48,50)
吉原 伸一 83 (41,42) 奥山 竜也 83 (43,40)
大原 俊弘 83 (45,38) 彦坂 裕一 87 (48,39)
田中 健 85 (42,43) 佐藤 充利 欠場
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(鶴舞)

鶴舞カントリー倶楽部 西コース

5月13日(金)

(山田)

オーク・ヒルズカントリークラブ鷹之台カンツリー倶楽部

南総カントリークラブ ロイヤルスターゴルフクラブ

山田ゴルフ倶楽部 鶴舞カントリー倶楽部

紫カントリークラブ すみれコース 浜野ゴルフクラブ

PGMマリアゴルフリンクス 立野クラシック・ゴルフ倶楽部

グレンオークスカントリークラブ ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
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13位 340 14位 340
小川 薫 87 (44,43) 海老原 寿人 82 (42,40)
和田 博之 88 (46,42) 山本 浩 87 (44,43)
高橋 安治 94 (44,50) 岸田 歩 91 (43,48)
池田 雅之 84 (40,44) 替地 良祐 91 (44,47)
重南 慶彦 83 (43,40) 根津 訓光 80 (40,40)
佐々木 賢 82 (38,44) 榎本 洋一 106 (55,51)

15位 342 16位 346
鈴木 國也 82 (40,42) 目崎 潤 83 (42,41)
高波 幸夫 89 (42,47) 水野 修 81 (41,40)
森本 信行 85 (42,43) 小山 健児 80 (42,38)
熊谷 隆 88 (45,43) 松浦 裕介 92 (49,43)
釘井 俊将 87 (47,40) 古屋 良一 93 (46,47)
堀江 裕明 95 (48,47) 吉田 洋明 97 (49,48)

17位 350 18位 352
桐田 吉彦 88 (48,40) 小池 健一 88 (47,41)
首藤 政博 91 (46,45) 西脇 正敏 93 (49,44)
濱田 訓 97 (47,50) 大塚 秀人 84 (42,42)
秋葉 浩一 84 (45,39) 日暮 浩之 88 (45,43)
齋藤 章 100 (51,49) 安達 輝記 92 (48,44)
前田 英美 87 (41,46) 大原 浩史 94 (48,46)

失格
時田 祐司
田辺 強
松本 誠一
金子 雅一
山崎 進之助
田口 和清

コスモクラシッククラブ

スカイウェイカントリークラブ

藤ヶ谷カントリークラブ

ザ・カントリークラブ･ジャパン 長太郎カントリークラブ

君津香木原カントリークラブ 我孫子ゴルフ倶楽部


