
開催日： 参加倶楽部数： 23

会場： 決勝進出倶楽部数： 3

Aクラス： 7014yards Par72 競技方法： 各クラス3名出場

Bクラス： 7014yards Par72 計6名の合計スコア

予選ベストスコア賞：Aクラス 予選ベストスコア賞：Bクラス

北原 弘 73 堀内 芳洋 70

1位 463 2位 469
小林 祺一郎 76 (36,40) 羽切 理光 78 (37,41)
中井 教尋 80 (37,43) 梅原 豊司 79 (39,40)
村松 賢次 78 (38,40) 土井 致萬 79 (40,39)
金森 祐介 71 (34,37) 中川 雅義 71 (36,35)
渡辺 元嗣 82 (40,42) 原田 新吾 79 (37,42)
深澤 貞夫 76 (38,38) 鎌田 勝己 83 (40,43)

3位 475 4位 476
望月 敏夫 82 (42,40) 北原 弘 73 (35,38)
大塚 正治 82 (42,40) 丹野 富壽 77 (38,39)
小笠原 良雄 77 (40,37) 深沢 隆一 88 (43,45)
須賀 正美 88 (42,46) 大野 勝人 79 (41,38)
堀内 芳洋 70 (35,35) 工藤 和彦 80 (42,38)
勝又 英文 76 (37,39) 中井 信吾 79 (37,42)

5位 481 6位 483
加部 嗣男 82 (41,41) 西田 豊明 76 (36,40)
松井 康夫 79 (40,39) 山口 賢一郎 81 (36,45)
長船 正人 89 (43,46) 竹内 正次 80 (40,40)
出崎 清人 76 (39,37) 前山 正隆 78 (39,39)
髙橋 重司 74 (36,38) 井上 豪 82 (41,41)
杉山 猛美 81 (36,45) 福井 達理 86 (42,44)

7位 485 8位 486
岩井 靖久 77 (38,39) 斎藤 博文 81 (39,42)
冨井 実雄 80 (38,42) 俵 聖徳 79 (38,41)
大日向 明 80 (40,40) 扇 徳男 81 (39,42)
中村 英彦 80 (39,41) 髙村 和央 79 (37,42)
杉山 満 87 (43,44) 高橋 康佑宏 85 (42,43)
井戸田 照義 81 (39,42) 細川 武 81 (40,41)

9位 488 10位 489
一寸木 廣志 83 (40,43) 太田 敏彦 80 (41,39)
名児耶 直 81 (40,41) 城内 廣人 88 (42,46)
石塚 浩一 79 (38,41) 江藤 晃好 79 (40,39)
花山 大輔 83 (40,43) 植松 真一 81 (39,42)
林 覚雄 85 (40,45) 盛 英夫 78 (41,37)
山本 直樹 77 (39,38) 芹澤 真一 83 (42,41)

11位 493 12位 494
奥村 裕一 88 (41,47) 中村 俊治 79 (37,42)
松盛 秀逸 80 (42,38) 野中 直広 94 (46,48)
橋本 克己 84 (43,41) 仁地 隆雄 87 (41,46)
大内 三次 82 (39,43) 成田 朋正 71 (34,37)
荒木 誠 86 (44,42) 大橋 研二 80 (39,41)
久保谷 和明 73 (36,37) 林 融 83 (42,41)

平成23年度関東倶楽部対抗静岡ブロック予選競技

(伊豆にらやま)

朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 駿河・甲斐コース

平成23年5月26日(木)

(朝霧ジャンボリー)

富士カントリークラブ 富士箱根カントリークラブ

ギャツビイゴルフクラブ 沼津ゴルフクラブ

御殿場ゴルフ倶楽部 豊岡国際カントリークラブ

富士宮ゴルフクラブ富士チサンカントリークラブ

東名カントリークラブ 富士小山ゴルフクラブ

朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 伊豆にらやまカントリークラブ



平成23年度関東倶楽部対抗静岡ブロック予選競技

13位 495 14位 496
金谷 峯吉 85 (38,47) 喜多 誠一 86 (43,43)
井端 和生 80 (38,42) 中原 いおり 84 (41,43)
向笠 照夫 82 (37,45) 豊福 三男 79 (41,38)
稲生 純也 80 (42,38) 佐々木 雄二 85 (41,44)
山口 晃 85 (42,43) 渡辺 久恭 79 (39,40)
山田 弘 83 (41,42) 大野 益男 83 (40,43)

15位 497 16位 500
村田 勝 87 (44,43) 北島 直之 83 (43,40)
高梨 庄司 79 (39,40) 竹安 秀人 82 (38,44)
鴨井 日出男 84 (41,43) 伊藤 重雄 96 (44,52)
森田 昌士 89 (46,43) 肥田 雅雄 80 (39,41)
田中 資一 72 (37,35) 秋山 剛司 74 (37,37)
住 八洲夫 86 (41,45) 山本 哲正 85 (43,42)

17位 516 18位 518
河原 伸光 94 (46,48) 菅根 良夫 88 (42,46)
西内 照雅 94 (45,49) 土屋 銈吾 94 (44,50)
土井内 信 82 (42,40) 岩田 吉晴 86 (38,48)
佐藤 修久 80 (39,41) 久保田 京二 87 (40,47)
加藤 栄悦 81 (39,42) 上原 一成 83 (39,44)
山脇 義晴 85 (40,45) 西郷 巖 80 (37,43)

19位 521 20位 522
山口 稔彦 92 (46,46) 内藤 勝久 94 (42,52)
神 克彦 90 (43,47) 高橋 宗近 82 (41,41)
清水 一男 97 (54,43) 大石 章義 90 (45,45)
大村 英雄 85 (43,42) 大高 弘昭 88 (43,45)
金光 哲淳 79 (36,43) 吉田 泉 79 (38,41)
楠木 憲司 78 (37,41) 平野 多加博 89 (45,44)

21位 523 22位 533
河部 俊二 95 (44,51) 小島 幸治 94 (51,43)
野田 展央 81 (37,44) 川竹 勝則 83 (44,39)
望月 富士夫 78 (39,39) 市川 日出夫 91 (46,45)
斉藤 旬 94 (46,48) 佐倉 良司 84 (41,43)
河原 弘和 85 (43,42) 山田 智 92 (42,50)
杉谷 隆徳 90 (43,47) 進藤 辰雄 89 (45,44)

23位 失格
安達 光宣
渡邊 貞男
小林 一三
加藤 至康
中村 博文
杉山 貴巳

浜松シーサイドゴルフクラブ

愛鷹シックスハンドレッドクラブ 伊豆スカイラインカントリー倶楽部

南富士カントリークラブ 新・天城にっかつゴルフ倶楽部

リバー富士カントリークラブ

サザンクロスカントリークラブ

富士御殿場ゴルフ倶楽部 伊東カントリークラブ

大熱海国際ゴルフクラブ 凾南ゴルフ倶楽部


