
開催日： 参加倶楽部数： 16

会場： 通過倶楽部数： 3

Aクラス： 6458yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6615yards 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

金井 正善 71 木村 正伸 68

1位 449 2位 454
金井 正善 71 (34,37) 武井 茂幸 78 (40,38)
大澤 康宏 78 (40,38) 関口 茂 76 (36,40)
河田 育雄 82 (43,39) 齋藤 順一 87 (44,43)
森島 孝雄 78 (41,37) 木村 延久 78 (38,40)
遠藤 英夫 73 (38,35) 関 徹也 75 (40,35)
高橋 光雄 83 (43,40) 石井 勇人 70 (36,34)
松島 明仁 76 (39,37) 山田 裕之 81 (39,42)
大倉 一浩 73 (37,36) 江藤 勉 77 (40,37)

3位 462 4位 462
小野里 篤雄 79 (40,39) 小堀 勝美 75 (37,38)
猿渡 猛 74 (39,35) 石川 俊彦 93 (47,46)
小池 敏幸 85 (40,45) 小池 新一 79 (39,40)
小林 栄二 84 (44,40) 高橋 章平 76 (42,34)
橋爪 義典 78 (39,39) 野田 正一朗 80 (40,40)
廣瀬 光成 72 (35,37) 越塚 功 85 (42,43)
小見 康雄 75 (38,37) 藤田 一恵 81 (44,37)
小林 保貴 85 (44,41) 吉田 直樹 71 (34,37)

5位 468 6位 469
丸山 敏夫 87 (46,41) 冨澤 森幸 77 (41,36)
佃 一生 80 (41,39) 横手 昇 88 (43,45)
杉原 宏壮 82 (41,41) 中島 俊幸 82 (40,42)
八巻 正 81 (41,40) 須藤 和義 82 (41,41)
持田 哲哉 78 (40,38) 村島 智 75 (40,35)
藤井 隆之 79 (42,37) 太田 錠児 78 (37,41)
原澤 悦典 82 (43,39) 堀口 松幸 79 (39,40)
木村 正伸 68 (33,35) 髙橋 邦夫 75 (40,35)

7位 472 8位 472
横田 利幸 80 (40,40) 金子 憲三 84 (44,40)
内堀 秀司 80 (40,40) 江原 壽夫 78 (40,38)
杉田 勝彦 81 (41,40) 園部 恒夫 81 (40,41)
伊藤 俊裕 80 (42,38) 田村 仁 83 (41,42)
戸塚 尚夫 77 (39,38) 菅野 裕行 76 (36,40)
内山 光一 77 (41,36) 松原 孝行 76 (38,38)
上野 和夫 80 (40,40) 金井 正英 78 (42,36)
松岡 暖 78 (38,40) 今井 和昌 83 (42,41)

9位 475 10位 481
堀口 哲 79 (40,39) 黒沢 三郎 83 (42,41)
菊地 喜久雄 77 (39,38) 萩原 秀男 79 (39,40)
田邊 雄一 84 (43,41) 新田 元大 79 (37,42)
輿石 正 棄権 田島 英美 85 (45,40)
川口 武彦 76 (40,36) 伊藤 栄輔 80 (40,40)
佐野 知大 76 (33,43) 小俣 行秀 78 (41,37)
小林 勝美 83 (39,44) 亀田 潮路 83 (43,40)
野村 一文 86 (41,45) 宇野澤 孝次 82 (41,41)

11位 481 12位 482
竹澤 孝 86 (44,42) 篠崎 成志 79 (39,40)
廖 挺毅 77 (40,37) 丸山 博 84 (41,43)
石井 孝志 82 (43,39) 髙田 公夫 78 (40,38)
五明 顕二 78 (41,37) 堀口 孝利 83 (42,41)
茂木 満 76 (37,39) 松澤 寿一 76 (38,38)
三富 琢 79 (42,37) 書上 正生 84 (41,43)
今野 清 91 (44,47) 臼田 圭一 84 (44,40)
山本 賢二 89 (43,46) 岸 亮 82 (44,38)

赤城国際カントリークラブ太田双葉カントリークラブ

伊香保ゴルフ倶楽部 ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場

JGMゴルフクラブ高崎ロイヤルオークコース 鳳凰ゴルフ倶楽部

妙義カントリークラブ 緑野カントリークラブ

サンコー72カントリークラブ 上武カントリークラブ

ツインレイクスカントリー倶楽部 甘楽カントリークラブ

平成28年度関東倶楽部対抗群馬第1会場予選競技

(太田双葉)

甘楽カントリークラブ

5月25日(水)

(伊香保GC)



平成28年度関東倶楽部対抗群馬第1会場予選競技

13位 484 14位 489
新井 佳泉 76 (38,38) 諸田 右千人 76 (39,37)
大庭 敏夫 87 (46,41) 小石 陽二 84 (44,40)
高橋 登 82 (42,40) 富田 聖一 81 (42,39)
原 満幸 87 (43,44) 福島 敏夫 77 (37,40)
水川 純一 84 (47,37) 諸田 徳寿 84 (42,42)
角田 卓也 82 (43,39) 谷 直樹 84 (40,44)
今村 幹隆 78 (41,37) 小泉 薫 87 (47,40)
越原 秀一 79 (41,38) 冨澤 康一 89 (46,43)

15位 505 16位 508
内藤 誠 90 (48,42) 奥田 秀敏 83 (39,44)
入山 正男 84 (41,43) 藤本 良行 85 (41,44)
藤巻 勲夫 80 (42,38) 斉藤 孝夫 85 (42,43)
赤穂 好男 78 (40,38) 飯塚 優 101 (55,46)
三井田 浩 84 (44,40) 小菅 利弘 80 (40,40)
市川 充人 92 (49,43) 坂本 公也 91 (47,44)
信澤 良和 89 (45,44) 神保 富明 86 (43,43)
柳 守彦 90 (46,44) 釣谷 智之 89 (46,43)

下仁田カントリークラブ 富岡ゴルフ倶楽部

グリーンパークカントリークラブ 高山ゴルフ倶楽部


