
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス： 6388yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6790yards 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

松本 武夫 72 柳澤 信吾 73

1位 455 2位 466
原田 晃 77 (36,41) 長尾 福治郎 80 (37,43)
和田 博 74 (37,37) 金子 泰雄 89 (40,49)
廣瀬 照康 82 (40,42) 横田 耕太郎 80 (39,41)
阪田 哲男 79 (43,36) 松本 武夫 72 (34,38)
水上 晃男 75 (37,38) 勝田 兵吉 78 (40,38)
柳澤 信吾 73 (37,36) 石井 一久 82 (44,38)
中部 隆 77 (40,37) 馬目 時宗 77 (40,37)
布川 義久 77 (37,40) 信岡 史将 79 (41,38)

3位 467 4位 474
浅井 一夫 74 (35,39) 松下 宗嗣 82 (41,41)
桜井 延秋 79 (41,38) 谷内 三千夫 76 (39,37)
渋谷 重氏 85 (42,43) 上蔀 健一 83 (43,40)
伊藤 和久 79 (36,43) 佐々木 龍二 77 (38,39)
波多野 隆一 79 (41,38) 松下 定弘 79 (42,37)
門田 実 75 (40,35) 森塚 実 79 (39,40)
金岡 治久 81 (42,39) 平林 泰彦 87 (43,44)
石毛 昌則 82 (41,41) 古澤 元 81 (42,39)

5位 480 6位 481
舘野 光夫 82 (40,42) 若菜 茂 82 (42,40)
深澤 一三 82 (42,40) 海老原 延廣 83 (40,43)
山田 浩司 79 (40,39) 種市 登 87 (47,40)
宮下 宜嗣 77 (41,36) 川合 憲一 81 (40,41)
大島 明 81 (44,37) 中村 英明 74 (38,36)
森本 正博 83 (42,41) 有馬 昌宏 81 (39,42)
片岡 正治 87 (45,42) 深山 克己 82 (45,37)
津下 昭 78 (42,36) 牧長 一喜 80 (38,42)

7位 484 8位 493
山本 浩一郎 86 (44,42) 眞々田 恒久 86 (42,44)
齋藤 芳英 81 (39,42) 佐伯 輝夫 84 (45,39)
佐久間 義雄 80 (36,44) 宮本 貴夫 87 (43,44)
杉山 伸一郎 80 (40,40) 青木 正之 81 (42,39)
堀内 和昭 80 (37,43) 窪田 新平 78 (41,37)
廣瀬 裕 82 (42,40) 岡安 映昌 76 (35,41)
傍島 伸之 81 (41,40) 吉田 幸二郎 88 (45,43)
小杉 隆一 83 (40,43) 平野 豪 88 (43,45)

9位 493 10位 497
渡辺 良隆 85 (41,44) 飯伏 修 74 (37,37)
川田 充利 84 (42,42) 相原 一雄 86 (41,45)
木内 宗三郎 81 (40,41) 小西 照郎 96 (48,48)
西山 靖彦 83 (46,37) 渡邉 昭好 85 (39,46)
塩田 一史 79 (38,41) 永野 雄亮 83 (43,40)
安藤 浩司 83 (40,43) 宇野 肇 83 (44,39)
谷口 誠敏 100 (45,55) 中島 孝之 90 (41,49)
吉岡 康夫 83 (40,43) 横山 真樹 86 (43,43)

11位 498 12位 499
平山 格 86 (45,41) 永山 勇 91 (49,42)
安井 勲 86 (44,42) 窪田 直利 91 (45,46)
藤井 孝夫 86 (41,45) 片岡 弘幸 80 (39,41)
佐藤 文友 85 (43,42) 衣笠 学 90 (48,42)
佐藤 充利 82 (42,40) 石田 哲次郎 80 (42,38)
大石 哲 81 (41,40) 江利川 吾郎 82 (37,45)
齋藤 泰正 78 (41,37) 堀井 慎也 78 (38,40)
彦坂 裕一 82 (39,43) 関本 勝 80 (39,41)

成田ゴルフ倶楽部袖ヶ浦カンツリークラブ

グレンオークスカントリークラブ 千葉国際カントリークラブ

新千葉カントリー倶楽部 カレドニアン・ゴルフクラブ

姉ヶ崎カントリー倶楽部 紫カントリークラブすみれコース

白鳳カントリー倶楽部 かずさカントリークラブ

ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 上総モナークカントリークラブ

平成29年度関東倶楽部対抗千葉第3会場予選競技

(成田GC)

カレドニアン・ゴルフクラブ

5月22日(月)
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平成29年度関東倶楽部対抗千葉第3会場予選競技

13位 502 14位 505
宮崎 英一 82 (38,44) 杉本 博史 87 (40,47)
伊勢 晃一 88 (46,42) 額賀 義朗 85 (43,42)
池田 正志 88 (47,41) 内山 訓治 89 (42,47)
椎名 勤 99 (53,46) 鈴木 達 87 (43,44)
内山 大介 84 (43,41) 龍 健斗 81 (41,40)
宮崎 公英 82 (41,41) 額賀 逸朗 86 (43,43)
松原 伸夫 96 (46,50) 鈴木 克彦 79 (39,40)
前田 浩一 78 (39,39) 西岡 浩一 94 (48,46)

15位 506 16位 507
水田 文生 77 (40,37) 江頭 幸雄 91 (45,46)
茂呂田 雅幸 84 (44,40) 小室 茂樹 100 (53,47)
塩田 哲夫 90 (45,45) 細谷 雅光 89 (45,44)
中川 正弘 81 (40,41) 佐藤 晋介 92 (43,49)
野口 道男 86 (43,43) 田代 量裕 81 (40,41)
品部 祐児 91 (42,49) 坂上 晴由 77 (37,40)
檜垣 有司 90 (45,45) 新井 勇司 77 (37,40)
笊畑 浩樹 88 (43,45) 瀬川 徹 87 (44,43)

17位 511 18位 513
安室 伸一 91 (47,44) 佐藤 浩市 87 (46,41)
藤崎 隆 85 (42,43) 黄原 鐡夫 79 (41,38)
四倉 次郎 91 (45,46) 古原 岳志 86 (40,46)
似田 幹男 85 (44,41) 早川 亮 棄権
鈴木 正樹 83 (43,40) 吉田 大樹 89 (47,42)
山田 伸夫 80 (40,40) 芝田 進弘 86 (43,43)
西野 英司 94 (41,53) 浅見 友則 86 (43,43)
久野 太辰 87 (46,41) 齋藤 正作 91 (46,45)

ブリック＆ウッドクラブ 米原ゴルフ倶楽部

オーク・ヒルズカントリークラブ 船橋カントリー倶楽部

麻倉ゴルフ倶楽部キングフィールズゴルフクラブ


