
開催日： 参加倶楽部数： 22

会場： 通過倶楽部数： 4

Aクラス： 6138yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス： 6490yards 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

山ノ上 利充 70 鈴木 優也 71

鈴木 正剛 70 風間 智行 71

原 克宣 71

1位 296 2位 297
高井 正行 75 (38,37) 小川 透 78 (39,39)
落合 義徳 80 (39,41) 前田 正雄 74 (35,39)
大川 陽一郎 79 (41,38) 関根 幸一 75 (39,36)
風間 智行 71 (34,37) 金井 篤司 78 (37,41)
加藤 健二 74 (38,36) 船橋 数晃 73 (37,36)
原 克宣 71 (38,33) 髙橋 一誠 75 (36,39)

3位 300 4位 301
佐々木 進 75 (39,36) 山本 通麿 75 (38,37)
山口 勝広 76 (36,40) 山ノ上 利充 70 (36,34)
金子 清 85 (43,42) 稲川 好繁 82 (42,40)
鈴木 優也 71 (34,37) 馬場 雅之 82 (42,40)
朝見 賢光 78 (41,37) 阿部 俊幸 85 (41,44)
江成 浩 85 (42,43) 都元 陽介 74 (37,37)

5位 302 6位 304
中村 彰宏 80 (41,39) 堂本 好壮 81 (41,40)
鈴木 正剛 70 (35,35) 神山 逸志 80 (40,40)
三堀 浩司 78 (37,41) 浜橋 基樹 76 (39,37)
遠山 武志 77 (39,38) 関 晴樹 75 (38,37)
光山 富夫 77 (38,39) 岡本 聡 73 (37,36)
鈴木 淳一 78 (40,38) 工藤 隆司 86 (42,44)

7位 305 8位 305
富澤 良二 81 (40,41) 古屋 浩 75 (37,38)
岡野 公一 79 (40,39) 田代 猛 74 (36,38)
込谷 久雄 87 (44,43) 鈴木 克彦 76 (39,37)
和田 博 72 (37,35) 池田 純 79 (41,38)
和田 雅英 73 (35,38) 手島 豊 77 (40,37)
飯島 慎平 76 (39,37) 露木 実 80 (41,39)

9位 305 10位 305
菅井 雅之 73 (36,37) 土屋 敏明 72 (34,38)
辻 啓一 76 (39,37) 下池 一男 81 (39,42)
池田 憲治 77 (37,40) 永堀 豊 80 (38,42)
阿部 勝彦 79 (40,39) 浅野 博司 75 (36,39)
冨永 進 77 (41,36) 松本 正人 78 (40,38)
和田 壮司 82 (42,40) 當麻 正貴 88 (42,46)

11位 307 12位 308
原田 光則 75 (36,39) 山中 秀一 74 (36,38)
指田 博 76 (40,36) 嶋田 憲人 79 (40,39)
比留間 武治 81 (39,42) 西 悦男 83 (37,46)
元木 努 78 (40,38) 竹花 英文 77 (39,38)
久富 隆生 78 (38,40) 清水 正一 80 (42,38)
佐藤 直基 80 (40,40) 榊田 剛 78 (39,39)
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(秦野)

(横浜)

立川国際カントリー倶楽部　草花コース

6月23日(火)

(津久井湖)

(小田原･松田)

(小田原･松田)

岡部チサンカントリークラブ小田原ゴルフ倶楽部松田コース

横浜カントリークラブ 戸塚カントリー倶楽部

津久井湖ゴルフ倶楽部 秦野カントリークラブ

東京五日市カントリー倶楽部 東名厚木カントリー倶楽部

嵐山カントリークラブ 浦和ゴルフ倶楽部

多摩カントリークラブ 青梅ゴルフ倶楽部
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13位 308 14位 311
金山 将 72 (36,36) 宇佐見 則男 81 (37,44)
瀬川 信 79 (39,40) 角石 千春 80 (41,39)
石井 覚 81 (43,38) 飯田 雅之 78 (39,39)
笹子 健一 82 (40,42) 渡辺 顕展 75 (37,38)
岡田 貴弘 75 (36,39) 黒崎 博志 78 (39,39)
奥 豊 84 (40,44) 森 信幸 83 (39,44)

15位 312 16位 312
小島 亘 76 (38,38) 帖佐 寛巳 86 (42,44)
細沼 和秋 90 (44,46) 坂本 孝由 78 (39,39)
福澤 勇二 77 (38,39) 瀬戸 千尋 79 (38,41)
土門 英司 79 (38,41) 皆藤 昌弘 82 (40,42)
竹内 正己 80 (41,39) 石橋 重信 82 (42,40)
佐藤 礼弥 80 (43,37) 中村 勝郁 73 (38,35)

17位 312 18位 313
兼田 克彦 79 (38,41) 宇田 明彦 80 (44,36)
久保田 俊昭 80 (42,38) 吉坂 一實 85 (44,41)
平山 康則 83 (44,39) 三谷 一郎 80 (39,41)
柳 秀煕 77 (39,38) 吉川 正憲 79 (39,40)
中村 潤 76 (37,39) 飯塚 隆 74 (38,36)
大栁 博也 88 (41,47) 鷲尾 聡 83 (45,38)

19位 313 20位 314
関橋 光一 72 (34,38) 保木本 亘 87 (44,43)
広井 智一 79 (39,40) 小島 勝一 86 (43,43)
金丸 保 84 (42,42) 石井 卓昌 75 (39,36)
吉岡 進 79 (38,41) 河邊 博和 77 (38,39)
新井 利幸 89 (47,42) 榎本 雄文 80 (37,43)
鈴木 亮太 83 (40,43) 山口 大介 76 (38,38)

21位 317 22位 317
福島 清一 80 (39,41) 竹田 賢司 80 (40,40)
原 房孝 82 (40,42) 小野 太佳司 77 (39,38)
内田 秀人 84 (44,40) 比留間 基好 83 (41,42)
市川 清 76 (36,40) 川井 光洋 85 (42,43)
広瀬 稔 79 (39,40) 田中 良博 75 (36,39)
牧瀬 直行 82 (42,40) 荒井 建次 85 (42,43)

立川国際カントリー倶楽部

寄居カントリークラブ

ザ ナショナルカントリー倶楽部埼玉 中津川カントリークラブ

熊谷ゴルフクラブ

さいたまゴルフクラブ

川越カントリークラブ 伊勢原カントリークラブ

川越グリーンクロス 高根カントリー倶楽部


