
開催日： 参加倶楽部数： 14

会場： 決勝進出倶楽部数： 2

Aクラス： 6634yards Par72 競技方法： 各クラス4名出場

Bクラス： 6634yards 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

大和田 康夫 70 関澤 誠 72

1位 454 2位 457
本山 年夫 77 (37,40) 小野 茂 75 (36,39)
菊池 宗雄 80 (39,41) 青木 章 75 (38,37)
中島 幸和 84 (40,44) 松嶋 和則 78 (37,41)
榎田 俊雄 74 (37,37) 平山 登 83 (40,43)
野崎 寿之 73 (35,38) 竹内 陽一 78 (35,43)
藤生 純 74 (36,38) 前畑 欣宏 78 (36,42)
堀 久 79 (38,41) 中島 昌彦 80 (41,39)
清水 聖二 76 (37,39) 細沼 実 73 (35,38)

3位 465 4位 468
狩野 又男 76 (36,40) 江原 壽夫 75 (39,36)
伊藤 誠二 80 (42,38) 高橋 功 81 (41,40)
日野 尚和 83 (42,41) 井上 雅裕 82 (39,43)
鈴木 一雄 77 (38,39) 齋藤 彦市 83 (42,41)
木村 正伸 76 (37,39) 菅野 裕行 78 (38,40)
藤井 隆之 79 (38,41) 山菅 利彦 79 (42,37)
長谷川 勝巳 77 (37,40) 松原 孝行 73 (35,38)
杉原 宏壮 82 (42,40) 今井 和昌 79 (40,39)

5位 472 6位 475
吉田 武夫 82 (41,41) 山中 茂 80 (39,41)
五明 顕二 87 (40,47) 大和田 康夫 70 (34,36)
竹澤 孝 80 (39,41) 水村 隆一 81 (40,41)
石井 孝志 83 (41,42) 安本 正寿 82 (43,39)
関澤 誠 72 (36,36) 滝沢 信也 80 (39,41)
浅田 かれら 77 (37,40) 小藤 昭次 86 (39,47)
三富 琢 80 (38,42) 桜井 伸一 82 (39,43)
花田 直樹 78 (39,39) 榎並 雪彦 82 (38,44)

7位 477 8位 480
井沢 一彦 75 (36,39) 小堀 勝美 81 (36,45)
曽根 宏之 81 (39,42) 小池 新一 79 (38,41)
須藤 哲男 82 (39,43) 平塚 博美 80 (41,39)
春川 俊明 89 (41,48) 高橋 章平 77 (41,36)
石川 岳 86 (44,42) 市川 祐馬 85 (43,42)
赤石 修一 80 (42,38) 野田 正一郎 79 (38,41)
岩下 裕之 77 (38,39) 石川 俊彦 88 (44,44)
須永 雅夫 82 (40,42) 大内田 慎一郎 80 (38,42)

9位 488 10位 489
千明 春男 80 (38,42) 立石 眞一 83 (41,42)
松田 敏廣 87 (42,45) 津久井 勝基 84 (39,45)
大澤 廣 84 (42,42) 塚田 且美 84 (43,41)
安田 直義 86 (43,43) 小嶋 詳司 89 (45,44)
中島 栄治 84 (38,46) 橋爪 義典 77 (38,39)
石原 博史 87 (43,44) 小野里 篤雄 78 (37,41)
高階 繁尚 78 (37,41) 江原 功 83 (37,46)
アンディ フェルナンデス 76 (36,40) 小林 栄二 86 (42,44)

11位 490 12位 493
黒沢 三郎 82 (42,40) 竹厚 四郎 96 (52,44)
新田 元大 失格 松本 孝平 82 (39,43)
伊澤 基一 94 (47,47) 浅井 政彦 79 (39,40)
前原 信夫 80 (41,39) 黒岩 慎一 80 (41,39)
伊藤 栄輔 78 (39,39) 山崎 弘 82 (38,44)
相川 富士夫 76 (39,37) 黒岩 純一 84 (40,44)
小俣 行秀 86 (41,45) 松本 昭宏 89 (44,45)
野崎 光則 80 (41,39) 唐澤 次男 86 (38,48)

ベルエアカントリークラブ伊香保カントリークラブ

ツインレイクスカントリー倶楽部 草津カントリークラブ

伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城コース 緑野カントリークラブ

桐生カントリークラブ 鳳凰ゴルフ倶楽部

下秋間カントリークラブ ロイヤルオークカントリー倶楽部

上武カントリークラブ プリンスランドゴルフクラブ

平成23年度関東倶楽部対抗群馬第2ブロック予選競技

(草津)

緑野カントリークラブ

平成23年5月25日(水)

(ツインレイクス)



平成23年度関東倶楽部対抗群馬第2ブロック予選競技

13位 496 14位 503
田村 時男 84 (41,43) 飯塚 優 98 (48,50)
明石 光植 77 (37,40) 内田 武 81 (40,41)
末次 豊 84 (42,42) 石井 好男 96 (51,45)
浜松 正道 84 (40,44) 斉藤 孝夫 84 (42,42)
南 聖二 82 (40,42) 佐藤 圭胤 73 (36,37)
前田 高志 85 (40,45) 小菅 利弘 82 (40,42)
朝田 高志 85 (43,42) 坂本 公也 87 (45,42)
宇野 康二 84 (42,42) 高見澤 佑周 88 (41,47)

メイレイクヒルズカントリークラブ 富岡ゴルフ倶楽部


