
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6567yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6784yards 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

武田 幸雄 68 亀井 隆 70

1位 446 2位 457
川島 好晴 82 (41,41) 舟岡 誠 70 (34,36)
橋本 和男 78 (39,39) 山口 裕郷 83 (39,44)
和泉 一夫 73 (38,35) 武田 幸雄 68 (35,33)
光山 勝則 74 (38,36) 池上 芳三 86 (46,40)
木下 輝洋 71 (35,36) 篠原 三成 79 (39,40)
中島 正春 73 (38,35) 松村 茂 75 (40,35)
藤田 祐司 78 (40,38) 小野﨑 悟 82 (43,39)
村山 智輝 77 (40,37) 小林 栄一 83 (43,40)

3位 458 4位 463
村山 周一 76 (41,35) 佐藤 友久 81 (39,42)
柏崎 啓 75 (38,37) 井尾 光義 83 (40,43)
坂本 茂 85 (44,41) 新井 道夫 85 (40,45)
松本 清 80 (40,40) 相澤 久之 75 (38,37)
小木 久 76 (38,38) 亀井 隆 70 (35,35)
児矢野 政勝 76 (39,37) 遠藤 仁史 76 (39,37)
坂本 光浩 79 (40,39) 川島 美則 78 (36,42)
戸澤 秀高 75 (38,37) 中山 孝 95 (44,51)

5位 464 6位 472
大垣 春男 78 (41,37) 古沢 章司 72 (36,36)
市村 宗衛 85 (40,45) 藤城 悠 82 (42,40)
林田 征男 79 (40,39) 江連 秀樹 82 (40,42)
島田 敏明 81 (40,41) 辻 四郎 81 (42,39)
古谷野 光雄 76 (40,36) 藤城 拓也 83 (43,40)
横須賀 可典 77 (37,40) 高村 敏行 76 (39,37)
高波 真司 73 (36,37) 忍田 浩史 82 (40,42)
手塚 芳行 90 (42,48) 稲葉 勝美 79 (40,39)

7位 473 8位 477
五月女 甲子夫 85 (40,45) 阿久津 正之 78 (40,38)
大貫 敬司 79 (42,37) 林 芙左一 90 (47,43)
梅山 哲矢 78 (41,37) 成田 裕幸 87 (41,46)
千葉 俊之 79 (42,37) 渡邉 重夫 83 (42,41)
松本 武宣 79 (40,39) 菅家 政博 78 (37,41)
安田 純一 86 (48,38) 江俣 信司 74 (36,38)
坂本 健二 86 (46,40) 石島 英明 77 (40,37)
手塚 高司 72 (35,37) 岡本 正範 83 (43,40)

9位 484 10位 485
橋本 伊佐男 83 (38,45) 岩井 武久 89 (43,46)
島田 芳人 74 (38,36) 久保田 英樹 84 (45,39)
竹内 操 78 (41,37) 亀田 郁夫 85 (43,42)
遠藤 明 82 (43,39) 永田 慶勝 89 (45,44)
笹森 大織 88 (41,47) 鈴木 貴士 78 (42,36)
白川 定樹 83 (41,42) 稲沢 宏之 71 (37,34)
山田 隆弘 79 (38,41) 吉見 孝義 78 (42,36)
萩原 聖一 92 (46,46) 篠江 一弘 78 (37,41)

11位 485 12位 490
菊名 浩行 82 (42,40) 福島 豊 81 (40,41)
中 久高 88 (42,46) 宮内 茂雄 84 (44,40)
湊 弘充 75 (38,37) 小林 令二 83 (43,40)
前田 照利 87 (43,44) 益子 憲行 86 (40,46)
行徳 健洋 75 (39,36) 唐木澤 明 84 (42,42)
鈴木 秀兵 84 (41,43) 柏山 努 78 (39,39)
田口 敦 82 (42,40) 石渡 修 80 (38,42)
平田 義人 91 (48,43) 木村 光芳 87 (44,43)

アローエースゴルフクラブ皐月ゴルフ倶楽部佐野コース

希望丘カントリークラブ ディアレイクカントリー倶楽部

鹿沼72カントリークラブ 唐沢ゴルフ倶楽部

ロイヤルカントリークラブ 東雲ゴルフクラブ

足利城ゴルフ倶楽部 大日向カントリー倶楽部

東松苑ゴルフ倶楽部 喜連川カントリー倶楽部

平成30年関東倶楽部対抗栃木第1会場予選競技

(アローエース)

アローエースゴルフクラブ

5月24日(木)

(唐沢)



平成30年関東倶楽部対抗栃木第1会場予選競技

13位 490 14位 496
阿部 和夫 76 (40,36) 武井 仁 85 (40,45)
柴田 隆司 83 (43,40) 小林 隆士 81 (43,38)
川島 喜一 87 (47,40) 小池 仁 85 (44,41)
野本 浩治 79 (38,41) 米林 友一郎 85 (41,44)
島田 賢一 83 (43,40) 信太 秀巨 84 (42,42)
勝俣 彰夫 80 (42,38) 吉田 吉完 82 (42,40)
栗原 聖男 89 (45,44) 小川 悟 80 (41,39)
有坂 庄一 94 (48,46) 常見 公孝 83 (43,40)

15位 499 16位 499
狩野 達男 77 (40,37) 小野田 吉一 78 (41,37)
廣瀬 源太郎 83 (43,40) 森 健 86 (45,41)
矢作 勝明 88 (46,42) 船田 隆 85 (43,42)
山本 昌邦 83 (43,40) 大川 清 86 (43,43)
高島 庸平 84 (41,43) 富永 勉 88 (45,43)
中村 浩之助 87 (42,45) 菊地 義則 94 (45,49)
内田 龍夫 86 (43,43) 小島 伸和 76 (38,38)
伊藤 匡悦 86 (41,45) 大岩 雄一 86 (46,40)

17位 513 18位 531
宮田 峰雄 89 (44,45) 成 楽英 90 (47,43)
伊澤 光康 91 (45,46) 司代 正己 86 (42,44)
菊田 茂 101 (52,49) 政岡 孝明 86 (43,43)
前川 義文 91 (47,44) 大場 健司 89 (46,43)
鈴木 悟 77 (35,42) 櫻井 貴浩 97 (51,46)
海老原 実 85 (40,45) 荻野 代幸 93 (50,43)
前川 真彦 80 (41,39) 中村 一美 88 (45,43)
加藤 武雪 92 (52,40) 飯沼 歩 89 (45,44)

都賀カンツリー倶楽部 南栃木ゴルフ倶楽部

メイフラワーゴルフクラブ ゴールド佐野カントリークラブ

杉ノ郷カントリークラブレイクランドカントリークラブ


