
開催日： 参加倶楽部数： 23

会場： 通過倶楽部数： 3

Aクラス：6492yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6897yards 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

木下 健介 73 関澤 誠 75

1位 314 2位 319
菅井 雅之 81 (45,36) 髙橋 幸一 79 (43,36)
辻 啓一 79 (40,39) 渡會 公士 82 (42,40)
阿部 勝彦 79 (36,43) 根本 博一 84 (40,44)
岡田 光史 81 (43,38) 土門 英司 79 (40,39)
関澤 誠 75 (39,36) 竹内 正己 81 (44,37)
金井 篤司 87 (43,44) 佐藤 礼弥 79 (41,38)

3位 319 4位 323
宇佐見 則男 82 (41,41) 砂山 武則 81 (42,39)
飯田 雅之 80 (39,41) 高須 淳 84 (42,42)
細渕 守 83 (42,41) 樋口 新吾 77 (37,40)
渡辺 顕展 77 (36,41) 加藤 光一 79 (43,36)
山崎 広宣 80 (41,39) 伊吹 格 86 (44,42)
森 信幸 82 (40,42) 斉藤 雄二 86 (43,43)

5位 324 6位 325
吉川 正憲 79 (40,39) 吉田 文雄 82 (41,41)
宇田 明彦 78 (39,39) 井口 和也 84 (41,43)
加村 和之 87 (44,43) 仙波 譲治 83 (40,43)
秋山 肇 81 (39,42) 諸戸 清光 85 (46,39)
飯塚 隆 86 (46,40) 木下 幸一 84 (44,40)
清水 晃 86 (44,42) 河島 慎吾 76 (38,38)

7位 326 8位 326
市川 清 83 (42,41) 高橋 恭史 82 (40,42)
小林 正志 81 (41,40) 長川 順一 76 (40,36)
松下 公哉 84 (46,38) 清水 馨 86 (42,44)
渡邉 明稔 80 (44,36) 杉山 誠一 85 (45,40)
西野 伸幸 82 (43,39) 須藤 拓人 83 (42,41)
松尾 晋吾 82 (41,41) 加藤 正幸 86 (41,45)

9位 327 10位 327
三塚 胤紀 87 (44,43) 増田 実 84 (40,44)
繁田 勝 84 (40,44) 三上 修平 92 (45,47)
花井 裕吏 84 (41,43) 関 友己 82 (41,41)
白金 満明 80 (41,39) 黒滝 公彦 79 (38,41)
厚澤 克俊 79 (37,42) 林 久仁彦 82 (41,41)
河野 幸久 81 (39,42) 太田 秀樹 85 (46,39)

11位 332 12位 332
伊禮 進 84 (41,43) 津村 竜浩 84 (44,40)
森園 良二 82 (43,39) 石井 稔晃 76 (37,39)
工藤 利明 85 (40,45) 金森 圭史朗 87 (43,44)
大栁 博也 87 (44,43) 林 雅俊 85 (42,43)
川部 真一 82 (41,41) 木元 公二 92 (46,46)
宮本 匡泰 84 (45,39) 久保田 俊昭 87 (42,45)

川越カントリークラブ嵐山カントリークラブ

熊谷ゴルフクラブ 霞ヶ関カンツリー倶楽部

高根カントリー倶楽部 越生ゴルフクラブ

森林公園ゴルフ倶楽部 大宮国際カントリークラブ

鴻巣カントリークラブ オリムピックナショナルゴルフクラブ

埼玉国際ゴルフ倶楽部 日高カントリークラブ

2019年関東倶楽部対抗埼玉第1会場予選競技

(狭山)

狭山ゴルフ・クラブ　西・東コース

5月13日(月)

(嵐山)



2019年関東倶楽部対抗埼玉第1会場予選競技

13位 333 14位 333
木下 健介 73 (37,36) 清水 重幸 75 (40,35)
長尾 泰希 88 (45,43) 鈴木 忠司 94 (48,46)
佃 博 82 (41,41) 長野 修 88 (44,44)
西山 真悟 84 (41,43) 廣木 力 79 (37,42)
平塚 建太郎 94 (44,50) 上中 啓史 98 (47,51)
兵後 篤芳 94 (50,44) 鈴木 寛 91 (47,44)

15位 334 16位 334
遠藤 清司 83 (42,41) 高橋 徹 79 (38,41)
吉野 貴信 85 (41,44) 岡田 順一 87 (41,46)
吉村 博久 89 (43,46) 飯島 良浩 84 (44,40)
角田 智之 82 (43,39) 大久保 光彦 83 (40,43)
岩井 裕貴 84 (41,43) 小野 拓也 88 (46,42)
古池 陽太 85 (46,39) 角谷 貴志 88 (48,40)

17位 334 18位 336
宇波 明良 92 (44,48) 瀧田 敏明 91 (48,43)
笠原 正光 80 (41,39) 本藤 功 92 (44,48)
伊藤 幸信 88 (44,44) 牧野 龍一郎 85 (43,42)
竹内 淳 90 (44,46) 小林 徳弘 81 (40,41)
阿部 康裕 85 (40,45) 高橋 功 96 (49,47)
藤沼 拓人 81 (40,41) 森 重信 79 (39,40)

19位 338 20位 343
内野 隆芳 88 (46,42) 浅野 博司 79 (38,41)
柴崎 昭好 87 (44,43) 土屋 敏明 84 (43,41)
原 一雄 77 (38,39) 當麻 正貴 86 (44,42)
佐藤 力 86 (42,44) 松本 正人 90 (45,45)
佐藤 秀樹 92 (45,47) 船越 毅 90 (46,44)
小林 豊 88 (45,43) 岡 時彦 93 (46,47)

21位 343 22位 347
仙庭 悟 82 (40,42) 添田 雅之 84 (42,42)
継國 義浩 88 (45,43) 市川 清 87 (44,43)
池田 良幸 88 (46,42) 成田 修 94 (46,48)
松平 光徳 84 (43,41) 小林 一浩 88 (43,45)
刀禰 俊明 93 (46,47) 市川 智久 89 (48,41)
清水 利彦 89 (45,44) 小宮 健次郎 88 (43,45)

23位 356
宮下 好元 87 (48,39)
中林 孝夫 92 (45,47)
田中 雅己 93 (46,47)
今井 満 91 (45,46)
宿谷 昭宏 86 (39,47)
門平 弘 96 (43,53)

さいたま梨花カントリークラブ 東松山カントリークラブ

狭山ゴルフ・クラブ 武蔵松山カントリークラブ

高麗川カントリークラブ

玉川カントリークラブ

入間カントリークラブ

小川カントリークラブ

ユニオンエースゴルフクラブ

美里ゴルフ倶楽部 浦和ゴルフ倶楽部


