
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6596yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6896yards 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

石橋 勇治 74 高橋 健 74

藤本 和大 74

高槻 啓太 74

宮下 雄一 74

1位 458 2位 466
田中 満 83 (44,39) 大八木 陽一 87 (42,45)
岩橋 光男 80 (41,39) 寺村 義美 75 (38,37)
石橋 勇治 74 (35,39) 前田 知憲 79 (40,39)
中島 仁三 79 (38,41) 湯澤 隆宣 80 (40,40)
高橋 健 74 (37,37) 浜島 佳弘 78 (38,40)
松丸 佳孝 76 (36,40) 小原 健嗣 83 (39,44)
澤田 和宏 82 (39,43) 舘浦 圭 76 (40,36)
飯島 英樹 75 (37,38) 森田 喜一郎 78 (40,38)

3位 467 4位 471
信岡 史将 76 (37,39) 中上 浩三 80 (39,41)
松本 武夫 78 (40,38) 渡辺 務 81 (41,40)
元木 宏 82 (41,41) 安藤 秀二 79 (40,39)
吉村 典久 80 (39,41) 鈴森 一喜 83 (41,42)
石井 一久 79 (43,36) 成塚 義治 81 (40,41)
勝田 兵吉 77 (39,38) 宮下 雄一 74 (36,38)
津田 宏尚 84 (45,39) 磯野 達 77 (39,38)
馬目 時宗 77 (38,39) 角間 祐介 80 (39,41)

5位 471 6位 472
海老原 延廣 78 (38,40) 三枝 由夫 88 (44,44)
豊田 茂文 81 (40,41) 宮内 利幸 81 (39,42)
豊 正光 78 (37,41) 臼井 秀和 79 (39,40)
若菜 茂 81 (42,39) 熊澤 忠司 82 (40,42)
中村 英明 78 (40,38) 鈴木 秀俊 82 (40,42)
牧長 一喜 79 (36,43) 高槻 啓太 74 (39,35)
深山 克己 77 (39,38) 竹中 章二 81 (42,39)
田中 馨 89 (42,47) 渡部 美和 75 (37,38)

7位 477 8位 479
金城 彰 78 (41,37) 齋藤 元志郎 80 (39,41)
内藤 千佳司 80 (39,41) 櫻井 聖士 77 (37,40)
山口 勝示 79 (38,41) 古川 徹 82 (41,41)
飯田 滋 81 (41,40) 杉田 光 80 (41,39)
大久保 学 81 (40,41) 木村 勝巳 82 (40,42)
大塚 一徳 78 (40,38) 倉島 保一 75 (38,37)
永野 和也 81 (39,42) 長島 洋介 85 (43,42)
樋口 新 85 (44,41) 小高 雅之 86 (41,45)

9位 479 10位 489
佐久間 淳 85 (41,44) 田中 堅二郎 79 (39,40)
塩本 広海 76 (36,40) 永見 喜美雄 76 (37,39)
内藤 重徳 84 (41,43) 渡辺 憲一 82 (44,38)
野手 和巳 82 (41,41) 和田 泰治 84 (42,42)
田村 一美 84 (43,41) 田中 健一朗 79 (41,38)
藤本 和大 74 (36,38) 丸 忠利 87 (43,44)
服部 啓一郎 89 (47,42) 小原 和久 86 (43,43)
清水 充康 79 (38,41) 後藤 好孝 89 (42,47)

11位 491 12位 492
石川 勲 85 (42,43) 名児耶 晴夫 79 (38,41)
木村 広幸 82 (40,42) 小暮 保志 84 (40,44)
大梛 弘 91 (46,45) 越川 正雄 89 (43,46)
蜂谷 和也 78 (43,35) 竹田 広 89 (39,50)
佐藤 浩一 79 (40,39) 今井 亘 76 (35,41)
三代 健次 82 (42,40) 高橋 美幸 81 (41,40)
浅野 雅士 85 (37,48) 田島 弘一 83 (41,42)
蜂谷 幸士 85 (42,43) 伊藤 将則 83 (41,42)
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平成30年関東倶楽部対抗千葉第4会場予選競技

13位 496 14位 497
永井 耕一 80 (40,40) 藤原 重信 79 (41,38)
鴨川 正治 89 (47,42) 柴田 顕一郎 78 (43,35)
花香 泰明 85 (41,44) 庭田 邦明 88 (43,45)
柴崎 充雅 82 (39,43) 鈴木 幹雄 88 (48,40)
吉永 賢 93 (41,52) 立見 寛治 81 (39,42)
津久浦 邦明 78 (39,39) 久保田 慎 85 (44,41)
伊勢 直史 87 (42,45) 橋本 操 98 (49,49)
宮内 幹穂 84 (39,45) 桝田 光洋 86 (44,42)

15位 499 16位 500
飯伏 修 82 (42,40) 小玉 昇 83 (42,41)
小西 照郎 84 (40,44) 横山 義照 85 (41,44)
笈川 猛 84 (40,44) 内藤 一弘 81 (43,38)
蓑輪 圭樹 83 (43,40) 石山 美紀 85 (42,43)
宇野 肇 80 (40,40) 吉田 忠 80 (38,42)
中島 孝之 86 (40,46) 横山 功 89 (44,45)
横山 真樹 85 (41,44) 小夏 真彦 86 (44,42)
相原 一雄 85 (39,46) 森尾 真介 85 (42,43)

17位 501 18位 503
牧 一秀 80 (38,42) 黄原 鐵夫 80 (42,38)
池田 永徳 87 (42,45) 佐藤 浩市 81 (43,38)
永島 重信 87 (42,45) 古原 岳志 88 (47,41)
高橋 仁 94 (46,48) 角屋 清忠 84 (40,44)
清野 耕一 91 (47,44) 浅見 友則 81 (42,39)
小泉 聖一郎 81 (42,39) 齋藤 正作 90 (44,46)
高橋 洋 82 (41,41) 徳山 鉉二 87 (44,43)
松本 正裕 84 (43,41) 鈴木 利幸 91 (42,49)
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