
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス： 6541yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6843yards 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

安田 進 73 坂輪 成章 72

1位 462 2位 467
露木 実 74 (35,39) 石原 紀一 79 (42,37)
清水 孝弘 79 (40,39) 白井 敏夫 76 (37,39)
大部 一成 84 (44,40) 橋本 哲夫 78 (39,39)
鈴木 隆之 84 (39,45) 浮ヶ谷 信夫 84 (42,42)
坂輪 成章 72 (35,37) 杉山 稔 80 (40,40)
鈴木 信行 76 (38,38) 公原 一 78 (38,40)
守屋 玄 77 (37,40) 冨永 勝 81 (42,39)
荻原 栄 85 (42,43) 真辺 則光 76 (39,37)

3位 476 4位 485
小田島 幸治郎 82 (43,39) 小玉 昇 84 (45,39)
平石 定夫 77 (38,39) 横山 義照 92 (48,44)
鈴木 東一 84 (44,40) 石山 美紀 96 (51,45)
大野 新司 79 (40,39) 西村 國雄 78 (37,41)
荻島 征彦 85 (42,43) 吉田 忠 76 (41,35)
鈴木 謙三 74 (37,37) 三澤 孝至 73 (36,37)
中谷 亨 83 (42,41) 森尾 真介 82 (43,39)
村松 弘章 81 (40,41) 横山 功 90 (42,48)

5位 487 6位 490
金田 昌樹 85 (40,45) 村田 達勇 81 (39,42)
相田 昌樹 82 (39,43) 森 文徳 83 (42,41)
工藤 洋史 78 (41,37) 和田 敏郎 83 (43,40)
佐藤 正 86 (39,47) 中村 一 81 (40,41)
町田 吉太郎 81 (40,41) 三橋 好文 80 (38,42)
竹村 剛志 82 (41,41) 高野 吉弘 85 (43,42)
石井 肇 79 (40,39) 吉松 昌弘 81 (41,40)
羽田 光男 87 (44,43) 川手 龍之進 84 (42,42)

7位 491 8位 492
西山 寛 85 (43,42) 金城 彰 77 (38,39)
瀬戸 信昭 77 (38,39) 内藤 千佳司 83 (39,44)
笠川 喜久男 89 (46,43) 山口 勝示 84 (41,43)
鈴木 宣弥 82 (40,42) 新島 宗太郎 90 (44,46)
吉柴 利安 89 (45,44) 大久保 学 82 (41,41)
山岸 邦幸 79 (39,40) 大塚 一徳 80 (41,39)
熊川 賢司 84 (44,40) 樋口 新 86 (47,39)
佐藤 義則 84 (44,40) 古谷 知英 89 (42,47)

9位 493 10位 493
石川 由春 81 (39,42) 佐藤 新一 87 (41,46)
野村 正夫 87 (42,45) 日吉 健二 88 (45,43)
町田 元一 80 (39,41) 石井 哲夫 79 (39,40)
渡邉 昭雄 79 (40,39) 塚本 則男 86 (41,45)
本多 伸吾 82 (40,42) 福田 隆志 80 (42,38)
植村 正文 85 (42,43) 篠崎 直樹 78 (39,39)
渡辺 保 86 (43,43) 買手 徳唯 87 (46,41)
大野 誠 87 (43,44) 川添 有一 83 (41,42)

11位 497 12位 497
市橋 義臣 79 (36,43) 吉原 富雄 85 (40,45)
新野田 勉 82 (41,41) 早船 静四郎 81 (41,40)
鶴巻 日出雄 86 (44,42) 柴﨑 充雅 81 (37,44)
植草 豊治 85 (46,39) 宮内 幹穂 88 (41,47)
山口 祐介 84 (40,44) 吉永 賢 82 (41,41)
尾上 良明 81 (39,42) 永井 耕一 81 (43,38)
加藤 靖司 88 (43,45) 長谷 政仁 100 (50,50)
西澤 道祐 86 (42,44) 津久浦 邦明 87 (43,44)
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13位 498 14位 503
長澤 雅之 87 (44,43) 安田 進 73 (37,36)
小出 静男 79 (39,40) 荻野 幸伸 92 (50,42)
金井 毅 88 (42,46) 木村 重夫 83 (40,43)
松崎 徹哉 82 (40,42) 永田 俊浪 95 (52,43)
笛木 智充 89 (43,46) 伊藤 泰樹 94 (45,49)
浅野 浩二 86 (45,41) 齋藤 義昭 91 (46,45)
植木 英則 81 (39,42) 上塚 恒彦 83 (42,41)
坪井 洋成 83 (41,42) 小菅 啓之 81 (39,42)

15位 506 16位 509
松村 滋基 83 (38,45) 名児耶 晴夫 83 (38,45)
﨑山 一茂 88 (44,44) 小暮 保志 78 (40,38)
草野 博光 82 (42,40) 越川 正雄 91 (46,45)
石川 勝人 91 (45,46) 小山 金意 89 (43,46)
飯塚 悟 85 (42,43) 今井 亘 85 (44,41)
伊藤 健志 85 (46,39) 高橋 美幸 90 (44,46)
佐々木 政一 83 (42,41) 伊藤 将則 84 (41,43)
倉重 明弘 88 (47,41) 芦田 哲也 92 (46,46)

17位 527 18位 539
松澤 宏樹 89 (46,43) 森本 信行 89 (46,43)
海老澤 利明 91 (45,46) 堀江 裕明 89 (46,43)
渡辺 裕司 85 (44,41) 坂井 正行 91 (43,48)
齋藤 浩継 90 (44,46) 松尾 泰一 102 (49,53)
佐久間 康裕 86 (42,44) 玉川 泰三 96 (46,50)
内田 邦広 95 (49,46) 谷本 俊雄 94 (50,44)
渡辺 公治 91 (43,48) 玉川 雅之 103 (53,50)
坂内 勇仁 86 (43,43) 藤原 純二 80 (38,42)
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