
開催日： 参加倶楽部数： 16

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6217yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6561yards Par72 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

阿部 勉 73 加藤 仁 73

澤田 宏幸 73

1位 467 2位 469
岩崎 一 78 (39,39) 鈴木 史敏 74 (37,37)
宮﨑 富士夫 76 (36,40) 福原 晋平 79 (41,38)
磯貝 徹也 79 (39,40) 池田 慶一 79 (41,38)
渡辺 一樹 82 (38,44) 山田 秀喜 80 (39,41)
猪股 正紀 74 (36,38) 内山 洋一 79 (40,39)
若島 利春 78 (42,36) 吉楽 尚生 78 (40,38)

3位 470 4位 473
後藤 敏彦 82 (40,42) 石川 陽一 79 (37,42)
清水 邦彦 78 (37,41) 遠藤 裕 89 (48,41)
阿部 勉 73 (36,37) 三ヶ月 耕一 80 (40,40)
横田 秀国 80 (40,40) 加藤 仁 73 (36,37)
金子 満 80 (42,38) 田中 寿幸 77 (41,36)
青木 浩一 77 (37,40) 見田 和也 75 (36,39)

5位 475 6位 476
宮沢 重夫 84 (40,44) 吉原 博 81 (39,42)
内山 嘉雄 77 (40,37) 星野 節二 75 (38,37)
鴨居 進 74 (37,37) 深井 修次 76 (39,37)
横川 修平 80 (38,42) 竹澤 明純 79 (40,39)
佐藤 雅基 77 (38,39) 武田 心一 84 (40,44)
甲崎 仁 83 (37,46) 五十嵐 健太 81 (42,39)

7位 488 8位 490
堀 文明 79 (40,39) 堅田 俊一 84 (42,42)
浦野 由和 81 (39,42) 渡辺 正 84 (40,44)
山宮 秀一 77 (39,38) 澤田 宏幸 73 (35,38)
阿部 祐希 74 (38,36) 工藤 一大 80 (38,42)
坂田 稔洋 90 (42,48) 斉藤 光浩 82 (38,44)
渡辺 衛 87 (43,44) 神田 久 87 (43,44)

9位 491 10位 495
林 典昭 78 (38,40) 幸田 明 77 (36,41)
椛澤 潔 82 (40,42) 加藤 丈明 80 (41,39)
石口 力 83 (42,41) 田淵 章 84 (42,42)
石黒 展行 83 (44,39) 丸田 純 80 (40,40)
西脇 豊 82 (43,39) 小島 達也 88 (43,45)
小林 敬治 83 (40,43) 大瀧 徹也 86 (46,40)

11位 497 12位 501
佐藤 典 88 (44,44) 八重田 政幸 81 (41,40)
渡辺 政由 82 (44,38) 星野 均 86 (42,44)
渡辺 一弘 83 (39,44) 堀 安男 84 (44,40)
佐藤 一喜 78 (39,39) 松井 源太 81 (44,37)
志村 英樹 84 (40,44) 上田 昭 84 (42,42)
金子 隆博 82 (40,42) 宮 崇 85 (41,44)
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(米山水源)

(櫛形)

松ケ峯カントリー倶楽部 神奈・妙高コース

5月24日(木)

(イーストヒル)

十日町カントリークラブ糸魚川カントリークラブ

松ケ峯カントリー倶楽部 長岡カントリー倶楽部

米山水源カントリークラブ イーストヒルゴルフクラブ

湯田上カントリークラブ 櫛形ゴルフ倶楽部

グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部 中峰ゴルフ倶楽部

紫雲ゴルフ倶楽部 越後ゴルフ倶楽部
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13位 502 14位 514
髙橋 正秋 84 (45,39) 柳村 冨雄 81 (41,40)
松本 重光 78 (40,38) 青木 正直 91 (46,45)
黒井 雅章 82 (41,41) 鈴木 嘉道 80 (41,39)
吉岡 和晃 86 (44,42) 土屋 博 83 (40,43)
水戸 康司 89 (45,44) 曽根 明 89 (44,45)
江田 朋弘 83 (45,38) 岩橋 勉 90 (48,42)

15位 518 16位 523
佐久間 直人 91 (44,47) 土田 一男 86 (43,43)
藤井 正広 83 (39,44) 山崎 耕作 101 (46,55)
荒井 高 89 (44,45) 竹内 邦彦 80 (39,41)
石山 忠一 86 (41,45) 大泉 一高 85 (42,43)
坂上 一弥 92 (41,51) 高桑 隆弘 90 (44,46)
佐藤 智之 77 (37,40) 深海 隆義 81 (42,39)

胎内高原ゴルフ倶楽部 新潟ゴルフ倶楽部

フォレストカントリー倶楽部 阿賀高原ゴルフ倶楽部


