
開催日： 参加倶楽部数： 29

会場： 通過倶楽部数： 3

Aクラス：6252yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6624yards Par72 各クラス上位2名、計4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

鈴木 淳一 73 野田 憲正 69

1位 304 2位 305
佐々木 進 78 (38,40) 馬場 雅之 82 (39,43)
金子 清 78 (39,39) 山ノ上 利充 77 (39,38)
井上 清次 77 (39,38) 西田 俊哉 81 (41,40)
鈴木 優也 75 (37,38) 阿部 俊幸 76 (36,40)
朝見 賢光 74 (37,37) 松並 良 71 (38,33)
山岡 俊成 77 (32,45) 石橋 良一也 77 (37,40)

3位 305 4位 305
島路 清惠 78 (41,37) 堂本 好壮 76 (39,37)
鈴木 淳一 73 (37,36) 柳澤 達哉 82 (41,41)
鈴木 正剛 79 (40,39) 浜橋 基樹 79 (38,41)
遠山 武志 77 (37,40) 金子 光規 70 (36,34)
光山 富夫 77 (39,38) 岡本 聡 81 (41,40)
佐居 承緒 81 (40,41) 酒匂 洋治 80 (38,42)

5位 305 6位 306
柳下 直男 85 (43,42) 山本 二朗 80 (41,39)
鳴海 淳 80 (39,41) 日比生 泰宏 84 (42,42)
遠藤 朋之 78 (41,37) 中村 敏彦 77 (37,40)
横溝 越矢 87 (40,47) 白石 哲也 72 (34,38)
二ツ森 義一 78 (40,38) 田中 雄三 77 (40,37)
野田 憲正 69 (32,37) 平本 達哉 77 (41,36)

7位 307 8位 308
落合 義徳 77 (37,40) 小島 勝一 77 (37,40)
髙井 正行 87 (43,44) 石井 卓昌 83 (38,45)
加藤 健二 77 (39,38) 鈴木 秀雄 85 (41,44)
風間 智行 75 (37,38) 榎本 雄文 78 (39,39)
原 克宣 78 (42,36) 河邊 博和 70 (35,35)
橋本 昭夫 84 (41,43) 横瀬 健 86 (42,44)

9位 311 10位 312
善方 幸次 76 (41,35) 永井 満 79 (40,39)
遊佐 正樹 86 (39,47) 羽田野 淳一 82 (40,42)
及川 良三 80 (36,44) 草間 忠博 82 (44,38)
小池 幸和 76 (38,38) 臼井 将男 74 (36,38)
屋代 亮 79 (42,37) 森 光弘 78 (35,43)
籠手田 安朗 86 (46,40) 野田 健二朗 77 (42,35)

11位 312 12位 313
田代 猛 82 (45,37) 近藤 雅英 78 (38,40)
鈴木 克彦 74 (39,35) 金井 勉 79 (39,40)
立石 源治 86 (45,41) 佐々木 巧 80 (44,36)
池田 純 77 (43,34) 金井 俊輔 75 (37,38)
手島 豊 83 (37,46) 清水 圭 81 (40,41)
大城 哲男 79 (39,40) 田中 義仁 84 (43,41)

平成30年　関東倶楽部対抗神奈川会場予選競技

(横浜)

相模湖カントリークラブ　桜・百合コース

5月16日(水)

(東京カントリー)

秦野カントリークラブ津久井湖ゴルフ倶楽部

東京カントリー倶楽部 相模原ゴルフクラブ

横浜カントリークラブ 戸塚カントリー倶楽部

小田原ゴルフ倶楽部松田コース 中津川カントリークラブ

大厚木カントリークラブ 葉山国際カンツリー倶楽部

東名厚木カントリー倶楽部 相模湖カントリークラブ
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13位 315 14位 318
長嶋 実 79 (42,37) 秋元 嘉夫 76 (38,38)
松井 基司 83 (41,42) 小杉 正孝 83 (41,42)
小栗 健嗣 79 (38,41) 鮫島 均 82 (42,40)
吉田 裕紀 78 (34,44) 石橋 重信 76 (37,39)
怒谷 直志 79 (39,40) 小林 正尚 84 (42,42)
荒井 宏光 80 (38,42) 松本 滋彦 85 (42,43)

15位 319 16位 319
大神田 充 84 (44,40) 久光 一規 83 (42,41)
上條 治義 80 (38,42) 勝俣 和久 86 (44,42)
中村 民男 79 (41,38) 黒田 二朗 78 (36,42)
今村 吉臣 81 (42,39) 金子 純一 80 (41,39)
谷 宙 79 (38,41) 相川 弘隆 93 (44,49)
栗本 啓二 90 (49,41) 吉田 修一 78 (38,40)

17位 321 18位 322
鬼頭 謙治 85 (44,41) 平戸 進二 81 (38,43)
内田 賢行 79 (37,42) 佐川 悟 79 (41,38)
佐藤 政弘 85 (41,44) 秋元 省二 83 (41,42)
武藏 圭太 75 (37,38) 伊藤 武宏 85 (45,40)
杉山 倫久 82 (42,40) 中村 修一 84 (48,36)
野村 卓洋 88 (45,43) 松田 永基 78 (42,36)

19位 322 20位 322
鈴木 勇 83 (43,40) 佐藤 信 85 (42,43)
木原 仁 78 (41,37) 石井 孝一 78 (37,41)
犬飼 和春 85 (43,42) 高橋 敏 78 (38,40)
矢川 修 87 (47,40) 嶌田 香雅美 90 (44,46)
笹田 照近 78 (39,39) 大鷲 富雄 76 (38,38)
新井 徹 83 (42,41) 開嶋 宗基 92 (44,48)

21位 323 22位 325
帖佐 寛巳 88 (43,45) 山田 敏紀 79 (40,39)
瀬戸 千尋 83 (41,42) 福島 宏昌 棄権
磯 哲雄 90 (44,46) 落合 信太郎 89 (46,43)
中村 勝郁 77 (40,37) 石川 誠剛 74 (38,36)
小林 孝志 78 (43,35) 赤津 裕次郎 83 (42,41)
清野 誠 75 (39,36) 青木 慶一郎 84 (40,44)

23位 327 24位 329
福島 小盾 90 (39,51) 中原 正人 81 (40,41)
中尾 伸一 84 (44,40) 今井 千春 81 (39,42)
永井 宏 80 (39,41) 大場 邦夫 84 (41,43)
渡辺 敏充 81 (42,39) 渡辺 治人 83 (42,41)
伊藤 貴史 82 (40,42) 駒井 洋之 89 (44,45)
北村 勝一 85 (43,42) 村上 幸次 84 (41,43)

25位 331 26位 338
望月 博文 86 (41,45) 阿部 和弘 92 (46,46)
菊原 一夫 86 (44,42) 榎本 善重 89 (45,44)
二見 尚弘 88 (37,51) 廣澤 幹久 80 (41,39)
石井 弘幸 82 (38,44) 原 宏治 92 (47,45)
吉田 欣司 79 (40,39) 平田 芳治 89 (42,47)
山口 恭誉 80 (38,42) 井上 信明 80 (40,40)

平塚富士見カントリークラブ

箱根カントリー倶楽部

相模野カントリー倶楽部 大相模カントリークラブ

磯子カンツリークラブ 大秦野カントリークラブ

清川カントリークラブ

湯河原カンツリー倶楽部 湘南シーサイドカントリー倶楽部

伊勢原カントリークラブ

神奈川カントリークラブ 相模カンツリー倶楽部

鎌倉カントリークラブ レインボーカントリー倶楽部
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27位 339 28位 339
江副 五月 79 (38,41) 三ツ井 敏弘 85 (44,41)
河西 勇次 92 (49,43) 星野 永 85 (44,41)
加藤 昭 86 (42,44) 又市 義男 82 (42,40)
千北 光仁 89 (38,51) 三ツ井 雅貴 80 (40,40)
寺西 謙治 88 (40,48) 門井 康介 93 (45,48)
田中 克也 86 (42,44) 伊藤 力 92 (48,44)

29位 340
広部 豊 85 (40,45)
美原 正信 89 (44,45)
杉山 恵一 84 (42,42)
藤島 治 84 (45,39)
髙橋 英樹 90 (40,50)
小野 秀貴 87 (44,43)

湘南カントリークラブ

チェックメイトカントリークラブ 芙蓉カントリー倶楽部


