
開催日： 参加倶楽部数： 15

会場： 通過倶楽部数： 3

Aクラス： 6576yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6844yards 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

根岸 茂 70 松原 満 69

関 英将 69

1位 445 2位 448
篠原 寿 74 (37,37) 梅澤 吉朗 73 (37,36)
杉山 茂 77 (38,39) 植田 浩二 79 (38,41)
桑原 裕 85 (43,42) 今井 達治 77 (37,40)
狩野 又男 77 (39,38) 小林 正雄 76 (40,36)
梅山 明久 75 (39,36) 阿部 政則 73 (39,34)
浅野 基和 71 (35,36) 井川 智一郎 77 (43,34)
井草 洋一 75 (39,36) 櫛渕 寛之 75 (38,37)
有賀 正起 71 (34,37) 星野 博 74 (37,37)

3位 454 4位 454
大和田 康夫 73 (36,37) 清水 勲 77 (37,40)
滝沢 信夫 82 (45,37) 栗原 隆 73 (36,37)
大畠 司朗 79 (41,38) 中島 信次 79 (38,41)
山中 茂 84 (41,43) 飯塚 勝 76 (37,39)
中澤 文行 81 (42,39) 岡田 睦広 71 (38,33)
滝沢 信也 70 (36,34) 山下 正彦 78 (36,42)
関 英将 69 (34,35) 吉田 誠 79 (37,42)
小藤 昭次 81 (37,44) 濱野 哲敬 84 (43,41)

5位 455 6位 456
小野 茂 72 (34,38) 福島 克彦 81 (40,41)
細沼 実 76 (36,40) 髙田 正明 80 (43,37)
青木 章 74 (37,37) 鈴木 和明 83 (41,42)
宮下 隆志 81 (40,41) 飯島 康之 76 (39,37)
武井 悟 77 (38,39) 福富 祥倫 78 (39,39)
小出 憲治 80 (41,39) 松原 満 69 (35,34)
石田 三男 76 (39,37) 松本 博史 72 (38,34)
山下 太郎 82 (43,39) 石井 一功 84 (44,40)

7位 457 8位 459
桐生 勝 77 (41,36) 杉木 博文 76 (37,39)
青木 忠雄 73 (36,37) 岩田 孝光 73 (36,37)
丸山 優 81 (41,40) 善養寺 正彦 80 (37,43)
並木 孝之 73 (36,37) 中島 幸和 80 (42,38)
田村 康成 77 (40,37) 清水 聖二 75 (37,38)
須藤 正樹 75 (38,37) 堀 久 77 (36,41)
永井 秀明 82 (40,42) 横手 誠二 78 (39,39)
田村 英秋 82 (40,42) 関口 祐介 83 (38,45)

9位 462 10位 472
田村 時男 77 (39,38) 今田 千秋 79 (41,38)
井上 輝雄 82 (42,40) 赤石 修一 82 (43,39)
根岸 茂 70 (37,33) 坂部 順一 81 (40,41)
前田 高志 83 (44,39) 須藤 哲男 82 (43,39)
大瀧 初明 73 (38,35) 井澤 一彦 79 (42,37)
鈴木 聡志 85 (41,44) 岩下 裕之 73 (37,36)
朝田 高志 82 (36,46) 前川 佳彰 78 (37,41)
小野 貴弘 78 (41,37) 石川 岳 81 (40,41)

11位 475 12位 478
長岡 均 81 (42,39) 佐藤 春和 76 (38,38)
大塚 進 81 (39,42) 市川 哲次 78 (38,40)
大河原 光一 81 (40,41) 田村 福作 77 (39,38)
笠原 一郎 失格 茂串 年男 83 (43,40)
木村 忠雄 83 (41,42) 長谷部 弘喜 83 (43,40)
池田 武史 81 (42,39) 柳澤 康雄 83 (41,42)
佐藤 誠 77 (38,39) 田中 賢正 85 (47,38)
齊藤 和善 74 (38,36) 金田 清治 81 (42,39)

初穂カントリークラブ伊香保国際カンツリークラブ

JGMゴルフクラブ高崎ベルエアコース クリスタルカントリークラブ

草津カントリークラブ レーサムゴルフ＆スパリゾート

関越ハイランドゴルフクラブ 伊香保カントリークラブ

メイレイクヒルズカントリークラブ 桐生カントリークラブ

ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ ルーデンスカントリークラブ

平成28年度関東倶楽部対抗群馬第2会場予選競技

(メイレイクヒルズ)

桐生カントリークラブ

5月24日(火)

(クリスタル)

(草津)



平成28年度関東倶楽部対抗群馬第2会場予選競技

13位 482 14位 482
森村 貞夫 75 (38,37) 三富 昇 76 (38,38)
佐藤 匡哉 85 (41,44) 浅井 政彦 80 (40,40)
村上 梅春 83 (41,42) 松本 孝平 81 (42,39)
髙松 茂樹 88 (43,45) 黒岩 慎一 76 (38,38)
細野 晃詳 83 (40,43) 山﨑 博幸 81 (39,42)
本多 八男 84 (42,42) 山﨑 弘 84 (40,44)
福島 則雄 80 (43,37) 山﨑 明良 91 (42,49)
原澤 文雄 76 (38,38) 片岡 英範 85 (44,41)

15位 500
千明 春男 81 (44,37)
松田 敏廣 82 (41,41)
安田 直義 81 (41,40)
渡辺 武 82 (43,39)
濱本 行記 87 (43,44)
早矢仕 秀也 90 (45,45)
石原 博史 86 (46,40)
竹内 亨 83 (40,43)

下秋間カントリークラブ

白水ゴルフ倶楽部 プリンスランドゴルフクラブ


