
開催日： 参加倶楽部数： 17

会場： 決勝進出倶楽部数： 3

Aクラス： 6723yards Par72 競技方法： 各クラス4名出場

Bクラス： 6723yards Par72 各クラス上位3名、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

三ヶ月 耕一 77 川崎 治 73

小林 健治 77

1位 475 2位 482
石井 清栄 83 (45,38) 市川 博司 80 (42,38)
下妻 登司衛 81 (41,40) 小林 真吉 81 (38,43)
石栗 一久 80 (41,39) 金子 仁 95 (48,47)
上田 参朗 87 (46,41) 福井 正吾 78 (40,38)
川崎 治 73 (38,35) 天野 淳一 82 (41,41)
本間 勝 81 (39,42) 山田 直喜 79 (40,39)
高橋 直樹 77 (36,41) 佐藤 伸一 82 (42,40)
笠井 明 88 (41,47) 中村 直人 84 (44,40)

3位 484 4位 485
高橋 憲介 83 (47,36) 浦野 由和 78 (39,39)
玉垣 隆一 85 (45,40) 渡辺 正義 80 (38,42)
吉田 正夫 86 (38,48) 泉田 時夫 90 (46,44)
倉重 正晴 78 (40,38) 渡部 正 92 (46,46)
田崎 尚志 81 (40,41) 堀 文明 79 (41,38)
山田 克明 80 (40,40) 山宮 秀一 80 (39,41)
吉田 聡 82 (43,39) 渡辺 衛 78 (36,42)
押見 正司 77 (40,37) 坂田 稔洋 85 (45,40)

5位 491 6位 493
服部 秋男 83 (44,39) 小黒 博 85 (41,44)
伊東 和之 89 (45,44) 三ヶ月 耕一 77 (39,38)
小林 透 81 (40,41) 石橋 憲治 88 (46,42)
宍戸 英明 82 (42,40) 金田 英之 91 (44,47)
野田 富勝 80 (40,40) 石川 陽一 81 (43,38)
佐藤 慎一 85 (41,44) 加藤 仁 80 (43,37)
小島 達也 82 (41,41) 白川 良一 82 (40,42)
田村 弘一 83 (39,44) 田口 孝志 87 (43,44)

7位 498 8位 498
高頭 英一 90 (44,46) 東條 和夫 80 (39,41)
渡辺 一郎 91 (51,40) 齋藤 満寿美 87 (44,43)
石岡 一美 87 (45,42) 佐久間 紀平 82 (41,41)
浅田 忍 85 (43,42) 石津 二三男 91 (46,45)
五十嵐 健太 76 (37,39) 井上 哲也 83 (43,40)
星野 節二 84 (40,44) 池 大輔 83 (41,42)
白濱 秀樹 83 (41,42) 小日向 睦 85 (40,45)
深井 修次 77 (41,36) 萱森 幸栄 83 (42,41)

9位 498 10位 501
川端 和憲 85 (41,44) 霜鳥 薫 94 (45,49)
高橋 好一 89 (44,45) 足立 太郎 79 (40,39)
片岡 春男 79 (40,39) 土田 一男 87 (43,44)
目崎 仁 85 (42,43) 小林 健治 77 (39,38)
佐藤 秀明 76 (36,40) 棚橋 良文 97 (50,47)
目黒 雅敏 88 (45,43) 山崎 耕作 85 (44,41)
吉田 松明 85 (42,43) 大泉 一高 88 (46,42)
大渕 正文 92 (47,45) 本間 英樹 85 (40,45)

11位 502 12位 504
渡辺 吉之輔 85 (44,41) 小林 実 94 (48,46)
佐藤 典 88 (43,45) 横田 雅一 86 (39,47)
浅妻 康宏 86 (44,42) 山田 幸行 91 (46,45)
丸山 実 84 (44,40) 丸山 悟 85 (43,42)
渡辺 一弘 80 (41,39) 小山 昭男 80 (39,41)
斎藤 裕行 88 (45,43) 竹内 政宏 81 (44,37)
渡辺 政由 79 (39,40) 水澤 純 81 (39,42)
今井 隆 91 (43,48) 坂口 友章 83 (42,41)

柏崎カントリークラブ新発田城カントリー倶楽部

ノーブルウッドゴルフクラブ イーストヒルゴルフクラブ

下田城カントリー倶楽部 湯田上カントリークラブ

長岡カントリー倶楽部 新津カントリークラブ

小千谷カントリークラブ 新潟ゴルフ倶楽部

紫雲ゴルフ倶楽部 妙高サンシャインゴルフ倶楽部

平成23年度関東倶楽部対抗新潟第2ブロック予選競技

(イーストヒル)

(新潟)

小千谷カントリークラブ

平成23年5月26日(木)

(新発田城)



平成23年度関東倶楽部対抗新潟第2ブロック予選競技

13位 505 14位 507
山本 四郎 88 (44,44) 加藤 丈明 91 (48,43)
関 一雄 80 (39,41) 古川 博史 87 (43,44)
細井 昭治 86 (43,43) 南 文雄 90 (44,46)
新田 鐘大 80 (41,39) 田淵 章 84 (41,43)
高村 健太郎 113 (57,56) 坪田 孝文 89 (44,45)
高村 伸吾 81 (41,40) 小林 常浩 96 (49,47)
佐藤 慎 96 (49,47) 丸田 純 77 (37,40)
竹田 裕司 82 (39,43) 幸田 明 80 (39,41)

15位 511 16位 513
山崎 志郎 98 (50,48) 秋山 栄 88 (43,45)
平山 昭治 87 (43,44) 南雲 武士 82 (43,39)
源川 勝彦 81 (44,37) 中沢 徳栄 101 (58,43)
木野目 友見 90 (45,45) 金沢 龍太 90 (47,43)
横山 智行 83 (41,42) 笛田 俊彦 93 (50,43)
津野 樹志 87 (47,40) 高橋 明宏 84 (42,42)
源川 幸恭 88 (43,45) 中田 俊雄 80 (44,36)
金子 隆博 83 (40,43) 斉藤 豊 89 (44,45)

17位 515
寺井 上 87 (43,44)
高橋 健治 100 (51,49)
清野 喜美男 82 (44,38)
根本 芳朗 82 (41,41)
玉木 智 84 (42,42)
三輪 政伸 94 (52,42)
廣川 康一郎 88 (42,46)
小笹 浩樹 92 (50,42)

中条ゴルフ倶楽部 ゴールド越後湯沢カントリークラブ

妙高カントリークラブ 中峰ゴルフ倶楽部

アイビスゴルフクラブ


