
開催日： 参加倶楽部数： 22

会場： 通過倶楽部数： 5

Aクラス： 6241yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス： 6582yards 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 鉄男 72 金子 光規 69

竹内 規晃 69

1位 295 2位 295
加藤 健二 74 (37,37) 菅井 雅之 73 (37,36)
佐々木 鉄男 72 (37,35) 辻 啓一 74 (38,36)
高井 正行 78 (41,37) 木村 立児 81 (42,39)
風間 智行 72 (34,38) 阿部 勝彦 70 (36,34)
原 克宣 78 (39,39) 関澤 誠 78 (39,39)
海老澤 将之 77 (38,39) 冨永 進 82 (40,42)

3位 297 4位 297
関 晴樹 79 (40,39) 竹田 賢司 77 (41,36)
堂本 好壮 82 (40,42) 小野 太佳司 73 (37,36)
浜橋 基樹 75 (37,38) 荒井 貞雄 77 (36,41)
金子 光規 69 (36,33) 川井 光洋 81 (42,39)
岡本 聡 74 (35,39) 田中 良博 71 (34,37)
柳澤 達哉 79 (40,39) 荒井 建次 76 (37,39)

5位 299 6位 300
浅川 辰彦 78 (40,38) 谷合 哲夫 78 (39,39)
内野 秀治 74 (36,38) 永井 英輔 78 (38,40)
岡田 義和 85 (40,45) 矢部 嘉一 86 (44,42)
久田 謙 78 (39,39) 黒田 隆雅 76 (39,37)
大野 達朗 70 (35,35) 竹内 規晃 69 (34,35)
日比生 賢一 77 (38,39) 白井 洋之 75 (41,34)

7位 300 8位 301
倉田 明彦 86 (44,42) 井上 清次 79 (38,41)
原 房孝 77 (40,37) 佐々木 進 79 (39,40)
大川戸 弘治 77 (40,37) 金子 清 78 (37,41)
吉田 壮一郎 71 (34,37) 鈴木 優也 72 (34,38)
牧瀬 直行 79 (35,44) 朝見 賢光 72 (37,35)
代 紀之 75 (36,39) 鈴木 圭一 87 (45,42)

9位 302 10位 303
坂本 孝由 74 (37,37) 善方 幸次 78 (40,38)
帖佐 寛巳 80 (43,37) 遊佐 正樹 80 (40,40)
瀬戸 千尋 79 (41,38) 斉藤 利夫 80 (41,39)
髙木 敬司 83 (45,38) 屋代 亮 73 (37,36)
皆藤 昌弘 78 (37,41) 籠手田 安朗 75 (37,38)
中村 勝郁 71 (36,35) 小池 幸和 72 (35,37)

11位 303 12位 303
岡田 忠彦 77 (38,39) 山本 二朗 77 (40,37)
三上 修平 81 (42,39) 森田 和之 75 (35,40)
関 友己 78 (40,38) 髙安 博之 85 (44,41)
黒滝 公彦 78 (35,43) 田中 雄三 79 (36,43)
村山 浩伸 73 (39,34) 白石 哲也 72 (35,37)
太田 秀樹 75 (37,38) 平本 達哉 79 (39,40)

平成28年度関東倶楽部対抗第3ブロック大会

(小田原･松田)

相模湖カントリークラブ　桜・百合コース

6月22日(水)

(戸塚)

(東京国際)

嵐山カントリークラブ小田原ゴルフ倶楽部松田コース

武蔵カントリークラブ 東京国際ゴルフ倶楽部

戸塚カントリー倶楽部 寄居カントリークラブ

さいたまゴルフクラブ 津久井湖ゴルフ倶楽部

伊勢原カントリークラブ 大厚木カントリークラブ

エーデルワイスゴルフクラブ 相模原ゴルフクラブ



平成28年度関東倶楽部対抗第3ブロック大会

13位 306 14位 307
三塚 胤紀 76 (38,38) 近藤 雅英 82 (42,40)
石井 孝司 79 (40,39) 金井 勉 74 (36,38)
花井 裕吏 78 (37,41) 田中 義仁 78 (41,37)
白金 満明 84 (39,45) 岩佐 勇太郎 79 (41,38)
髙橋 聡 79 (40,39) 佐々木 巧 79 (41,38)
繁田 勝 73 (35,38) 金井 俊輔 76 (37,39)

15位 307 16位 308
関橋 光一 80 (39,41) 清水 重夫 80 (39,41)
金丸 保 83 (42,41) 大野 政利 86 (48,38)
広井 智一 79 (43,36) 梁瀬 正晴 73 (36,37)
吉岡 進 72 (36,36) 高野 秀治 77 (38,39)
鈴木 亮太 82 (40,42) 門屋 健太郎 78 (40,38)
沓掛 誠 76 (37,39) 田中 俊行 78 (42,36)

17位 308 18位 309
田代 猛 77 (39,38) 馬場 雅之 76 (36,40)
鈴木 克彦 79 (42,37) 山ノ上 利充 76 (38,38)
間藤 正広 78 (37,41) 山本 通麿 79 (36,43)
池田 純 78 (42,36) 松並 良 79 (39,40)
古屋 浩 75 (38,37) 阿部 俊幸 78 (41,37)
手島 豊 79 (38,41) 渡邉 竜太 87 (43,44)

19位 312 20位 313
小林 賢司 79 (37,42) 久保田 俊昭 91 (49,42)
竹島 長康 74 (36,38) 大橋 吉一 77 (42,35)
中村 哲也 83 (41,42) 平山 康則 82 (41,41)
山下 明 78 (37,41) 大栁 博也 80 (40,40)
田中 健司 81 (36,45) 伊藤 泰介 81 (40,41)
清水 健司 87 (44,43) 中村 潤 74 (35,39)

21位 314 22位 315
木下 幸広 80 (41,39) 高橋 徹 80 (41,39)
田中 秀髙 83 (44,39) 秋保 一孝 83 (43,40)
棚橋 昭彦 84 (42,42) 伊藤 隆二 76 (38,38)
斉野 恵康 70 (35,35) 大久保 光彦 79 (38,41)
請川 毅 88 (46,42) 東 英樹 80 (36,44)
椙田 一男 81 (42,39) 小野 拓也 84 (43,41)

東名厚木カントリー倶楽部

東松山カントリークラブ

飯能グリーンカントリークラブ 立川国際カントリー倶楽部

秦野カントリークラブ

GMG八王子ゴルフ場

ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 鳩山カントリークラブ

鴻巣カントリークラブ 相模湖カントリークラブ


