
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6364yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6653yards 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

戸祭 康夫 70 菊地 一郎 69

1位 454 2位 457
和光 利一 76 (37,39) 鈴木 英利 80 (36,44)
仲島 陽一 80 (38,42) 新津 淳 82 (40,42)
添田 修司 77 (37,40) 佐藤 幸由 84 (42,42)
遠藤 岳志 78 (38,40) 本田 昌之 76 (37,39)
後藤 貴浩 76 (37,39) 相馬 義孝 71 (34,37)
張田 巧 71 (35,36) 菊地 一郎 69 (34,35)
赤羽 弘光 76 (38,38) 良川 卓也 79 (40,39)
大島 洋司 81 (40,41) 石井 淳二 82 (37,45)

3位 461 4位 463
坂巻 雅彦 79 (37,42) 若林 新平 79 (41,38)
生形 雅美 76 (35,41) 戸祭 康夫 70 (35,35)
持田 清之 75 (40,35) 手塚 幹雄 78 (41,37)
高田 忠夫 87 (45,42) 与倉 博逸 81 (39,42)
宮田 玲 76 (37,39) 斎藤 信一郎 75 (37,38)
新井 一之 87 (40,47) 原 正晃 75 (37,38)
髙橋 英樹 80 (37,43) 宿谷 郁男 86 (45,41)
小林 孝之助 75 (35,40) 佐藤 健志 92 (46,46)

5位 466 6位 472
遠山 光男 82 (41,41) 江良 敏 86 (39,47)
西田 哲三 79 (36,43) 岡村 一弘 84 (42,42)
江原 義夫 77 (34,43) 高橋 是光 81 (39,42)
奥山 正 85 (41,44) 平林 哲也 82 (43,39)
梶谷 卓矢 78 (39,39) 山内 一晃 77 (36,41)
松本 光央 72 (36,36) 天川 主税 74 (38,36)
高橋 和人 78 (36,42) 金沢 太竜 74 (37,37)
金川 基晴 88 (45,43) 神笠 健司 77 (35,42)

7位 477 8位 486
歌川 康広 74 (37,37) 柏木 豪 73 (34,39)
布施 政勝 81 (40,41) 岡田 明良 84 (40,44)
木村 厚 82 (38,44) 飯田 晋吉 84 (41,43)
富田 昇 88 (45,43) 小森 英明 88 (41,47)
鈴木 秀幸 80 (35,45) 鈴木 保夫 75 (39,36)
永森 貴行 78 (37,41) 石原 博之 92 (46,46)
関根 秋夫 83 (38,45) 小林 靖夫 78 (37,41)
山田 俊明 82 (43,39) 栗原 高大 95 (42,53)

9位 488 10位 490
高久 浩 76 (37,39) 今北 民憲 77 (39,38)
石黒 浩幸 88 (42,46) 平野 和夫 85 (41,44)
大山 茂 93 (43,50) 海野 智 85 (42,43)
幕田 俊信 80 (40,40) 壷川 雅仁 96 (49,47)
山田 正 80 (36,44) 八文字 正美 78 (38,40)
仲田 靖 82 (40,42) 小野塚 則之 83 (40,43)
松本 泰明 82 (41,41) 坂田 正文 82 (40,42)
宮代 尚 99 (43,56) 赤坂 秀志 90 (48,42)

11位 492 12位 494
安達 次雄 82 (39,43) 大塚 正雄 83 (41,42)
清水 廣光 86 (43,43) 秋山 正行 84 (39,45)
渡辺 専一 86 (41,45) 依田 淳 83 (41,42)
倉島 秀夫 83 (41,42) 福田 文夫 77 (38,39)
後藤 一幸 80 (42,38) 村上 真一 82 (42,40)
澁谷 亨 83 (40,43) 近藤 俊之 92 (45,47)
野田 直之 78 (37,41) 堤 忠一 87 (40,47)
柳瀬 浩次 94 (50,44) 小宅 章夫 82 (42,40)

塩原カントリークラブ矢板カントリークラブ

鷹ゴルフ倶楽部 サンヒルズカントリークラブ

あさひヶ丘カントリークラブ 日光カンツリー倶楽部

鹿沼カントリー倶楽部 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン

東ノ宮カントリークラブ サンレイクカントリークラブ

スーパーゴルフカントリー倶楽部 関東国際カントリークラブ

平成30年関東倶楽部対抗栃木第2会場予選競技

(日光)

サンヒルズカントリークラブ EASTコース

5月22日(火)

(塩原)



平成30年関東倶楽部対抗栃木第2会場予選競技

13位 499 14位 501
白石 忠信 78 (39,39) 石川 清己 85 (39,46)
関口 俊一 87 (41,46) 渋井 保夫 83 (42,41)
加藤 明夫 88 (39,49) 藤井 恒雄 83 (40,43)
吉田 定男 83 (39,44) 真下 政夫 81 (38,43)
大谷 日出雄 81 (39,42) 野口 政夫 87 (40,47)
瀬口 卓 84 (41,43) 遠藤 利也 83 (40,43)
西埜 誠洋 86 (42,44) 伊藤 光四郎 84 (40,44)
岡野 茂樹 88 (45,43) 小宮 稔 96 (45,51)

15位 504 16位 505
片柳 正光 86 (43,43) 石井 誠 87 (38,49)
大島 茂夫 79 (39,40) 山崎 道孝 87 (39,48)
永見 徹 87 (45,42) 小松崎 真 83 (41,42)
栗原 利之 83 (39,44) 増渕 浄夫 89 (47,42)
羽鳥 聡 86 (42,44) 加藤 道雄 81 (38,43)
石村 公彦 86 (42,44) 笠井 昌孝 75 (36,39)
鈴木 悟 84 (39,45) 山下 勝弘 92 (47,45)
廣瀬 浩二 90 (42,48) 杉野 智久 93 (47,46)

17位 507 18位 528
陣内 秀明 92 (45,47) 竹尾 克己 97 (45,52)
大熊 章夫 79 (38,41) 宮田 識 92 (45,47)
小山 務 80 (38,42) 南郷 茂隆 89 (46,43)
小川 勉 87 (38,49) 松本 英一 81 (38,43)
入江 史朗 90 (50,40) 有明 利昭 89 (42,47)
川田 勲 83 (37,46) 奥澤 利光 85 (38,47)
杉田 光彦 88 (46,42) 吉川 浩司 92 (45,47)
加藤 崇 96 (49,47) 熊野 雄介 97 (48,49)

栃木カントリークラブ 鶴カントリー倶楽部

大平台カントリークラブ 佐野ゴルフクラブ

那須ゴルフ倶楽部広陵カントリークラブ


