
開催日： 参加倶楽部数： 17

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス： 6303yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6762yards 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

越川 千秋 75 田所 靖浩 71

1位 462 2位 473
田村 次郎 77 (37,40) 稲葉 勝美 80 (42,38)
小野 忠 79 (41,38) 古沢 章司 78 (38,40)
鈴木 盛生 78 (40,38) 辻 四郎 85 (42,43)
樋山 儀男 82 (42,40) 江連 秀樹 79 (37,42)
角田 浩 74 (35,39) 藤城 拓也 75 (36,39)
君島 勇人 79 (41,38) 高村 敏行 74 (35,39)
小森 章弘 86 (44,42) 佐藤 広正 96 (45,51)
松村 茂 75 (37,38) 田嶋 英樹 87 (44,43)

3位 474 4位 477
手塚 幹雄 76 (39,37) 高山 登 79 (37,42)
与倉 博逸 76 (38,38) 藤田 伸郎 88 (42,46)
戸祭 康夫 82 (41,41) 高橋 久雄 80 (42,38)
朝山 晃司 77 (37,40) 菊地 久 84 (42,42)
斎藤 信一郎 82 (42,40) テーラー リンディション 82 (36,46)
宿谷 郁男 81 (39,42) 田所 靖浩 71 (34,37)
原 正晃 82 (39,43) 添田 克彦 86 (41,45)
佐藤 健志 91 (43,48) 坂本 和彦 81 (39,42)

5位 479 6位 483
矢作 勝明 81 (40,41) 江良 敏 80 (41,39)
佐野 智浩 84 (39,45) 伊沢 孝一 86 (45,41)
寺内 眞平 86 (43,43) 平林 哲也 84 (45,39)
山本 昌邦 78 (39,39) 高橋 是光 79 (38,41)
狩野 達男 77 (37,40) 山内 一晃 86 (41,45)
廣瀬 源太郎 77 (39,38) 松永 武士 85 (41,44)
中村 浩之助 82 (37,45) 天川 主税 77 (41,36)
榎本 隆司 90 (43,47) 長沢 昌彦 78 (38,40)

7位 483 8位 486
磯 信廣 77 (38,39) 齊藤 裕一 78 (38,40)
関口 健一 78 (42,36) 藤田 政美 85 (41,44)
大森 政男 86 (43,43) 林 芙左一 83 (42,41)
高久 弘 81 (38,43) 越川 千秋 75 (39,36)
坂本 淳 85 (41,44) 菅家 政博 81 (39,42)
平山 正郎 80 (39,41) 石島 英明 86 (44,42)
常盤 一美 82 (39,43) 江俣 信司 83 (42,41)
吉澤 美智雄 93 (45,48) 成田 裕幸 89 (43,46)

9位 496 10位 497
坂巻 雅彦 79 (38,41) 水野 昭博 86 (42,44)
佐久間 紀明 81 (43,38) 山崎 唯普 82 (41,41)
浜田 義信 88 (42,46) 田村 利光 81 (41,40)
外囿 幸夫 85 (40,45) 木本 秀道 91 (49,42)
宮田 玲 82 (43,39) 石井 昭浩 84 (44,40)
高山 知晃 85 (40,45) 佐藤 至 85 (43,42)
近藤 博宣 84 (41,43) 早坂 孝己 79 (39,40)
髙橋 英樹 91 (46,45) 鈴木 亮平 93 (46,47)

11位 498 12位 505
小林 令二 85 (42,43) 石川 清己 82 (38,44)
早津 泰人 85 (42,43) 真下 政夫 91 (48,43)
益子 憲行 86 (44,42) 渋井 保夫 85 (43,42)
宮内 茂雄 78 (39,39) 藤井 恒雄 85 (44,41)
石渡 修 84 (44,40) 野口 政夫 80 (41,39)
福島 豊 83 (41,42) 遠藤 利也 87 (44,43)
柏山 努 83 (39,44) 難波 清 90 (47,43)
木村 光芳 86 (43,43) 高橋 昌義 86 (44,42)
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(東雲)

都賀カンツリー倶楽部　西・北コース

5月26日(金)

(烏山城)

ディアレイクカントリー倶楽部那須小川ゴルフクラブ

都賀カンツリー倶楽部 サンヒルズカントリークラブ

日光カンツリー倶楽部 烏山城カントリークラブ

那須カントリークラブ 東雲ゴルフクラブ

あさひヶ丘カントリークラブ 皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース

喜連川カントリー倶楽部 佐野ゴルフクラブ
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13位 507 14位 508
梅澤 正男 86 (45,41) 宍戸 重一 85 (42,43)
長谷川 仁 89 (46,43) 前田 照利 86 (44,42)
平井 正行 88 (39,49) 平田 義人 82 (41,41)
大瀧 秀紀 80 (41,39) 渡邉 英治 86 (44,42)
矢口 敏男 87 (45,42) 田口 敦 85 (44,41)
渡辺 正樹 84 (42,42) 湊 弘充 91 (44,47)
山口 正浩 86 (41,45) 菊名 浩行 93 (49,44)
若林 徹 83 (42,41) 野村 裕二 79 (38,41)

15位 510 16位 522
奥澤 利光 85 (44,41) 星野 信男 87 (46,41)
松本 英一 86 (44,42) 坪田 孝文 85 (44,41)
有明 利昭 82 (42,40) 高橋 憲一 91 (47,44)
南郷 茂隆 84 (41,43) 山﨑 貞雄 90 (46,44)
梶原 浩嗣 87 (45,42) 菊地 政行 86 (41,45)
吉川 浩司 93 (45,48) 佐藤 一三 95 (49,46)
角田 茂 79 (40,39) 相馬 裕暢 79 (38,41)
布戸 隆多 94 (44,50) 渡邊 貴憲 欠場

17位 540
宮田 峰雄 82 (40,42)
菊田 茂 98 (49,49)
御子貝 一光 89 (43,46)
木野村 正昭 102 (51,51)
千代田 正司 92 (47,45)
加藤 武雪 92 (47,45)
藤代 一郎 104 (53,51)
鈴木 悟 87 (47,40)

レイクランドカントリークラブ

那須ゴルフ倶楽部 ホウライカントリー倶楽部

鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 東松苑ゴルフ倶楽部


