
開催日： 参加倶楽部数： 16

会場： 決勝進出倶楽部数： 2

Aクラス： 6869yards Par72 競技方法： 各クラス4名出場

Bクラス： 6869yards 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

遠山 光男 75 角田 浩 69

佐藤 友久 75

大和田 博 75

1位 450 2位 459
佐藤 友久 75 (37,38) 遠山 光男 75 (39,36)
藤原 正己 84 (42,42) 西田 哲三 76 (38,38)
大槻 薫 80 (40,40) 中村 源治 80 (40,40)
茂木 信一 76 (40,36) 山田 昭二 88 (44,44)
亀井 隆 71 (37,34) 松本 光央 76 (38,38)
佐藤 順 75 (35,40) 梶谷 卓矢 74 (38,36)
黒江 成典 73 (37,36) 及川 浩幸 78 (38,40)
中村 武雄 81 (40,41) 奥山 正 84 (44,40)

3位 466 4位 470
齋藤 修一 82 (39,43) 得能 三郎 82 (41,41)
樋山 儀男 81 (42,39) 稲田 一男 77 (37,40)
潮田 英二 81 (39,42) 野々下 稔 81 (40,41)
見山 寛平 81 (39,42) 井上 勇 80 (40,40)
角田 浩 69 (33,36) 栗原 利之 74 (37,37)
田村 次郎 78 (39,39) 羽鳥 聡 74 (37,37)
松村 茂 76 (39,37) 御供 俊雄 84 (43,41)
小森 章弘 84 (43,41) 横田 達夫 97 (49,48)

5位 471 6位 472
海野 智 81 (40,41) 坂本 茂 84 (39,45)
加藤 清 79 (43,36) 村山 周一 80 (41,39)
浅見 秀男 86 (44,42) 橋本 光幸 83 (41,42)
坂入 光 79 (43,36) 松本 清 86 (40,46)
坂田 正文 80 (40,40) 坂本 光浩 73 (38,35)
柏木 豪 79 (39,40) 柏崎 啓 80 (39,41)
浜田 勝 73 (36,37) 児矢野 政勝 75 (39,36)
宇田川 義幸 84 (41,43) 大橋 秀典 77 (35,42)

7位 478 8位 482
高安 伸也 82 (42,40) 矢吹 元良 79 (38,41)
田中 実 84 (46,38) 武藤 末治 82 (41,41)
相田 喜久夫 80 (42,38) 峰岸 佳三 83 (39,44)
山内 武博 80 (42,38) 国谷 賢吉 84 (44,40)
望月 泰廣 83 (40,43) 染谷 功 81 (39,42)
高安 茂樹 77 (39,38) 滝沢 真澄 84 (42,42)
古川 和義 88 (48,40) 加藤 渡 82 (40,42)
舘野 章 76 (37,39) 渡部 富夫 75 (40,35)

9位 489 10位 495
河本 弘 88 (47,41) 本澤 顯一 79 (40,39)
別府 一男 79 (40,39) 山本 博美 87 (43,44)
大和 克己 82 (42,40) 松本 健 88 (46,42)
天海 敬造 85 (42,43) 鈴木 文俊 90 (44,46)
田口 敦 76 (36,40) 片柳 勇 77 (39,38)
林 壮吉 81 (43,38) 関根 勝彦 81 (42,39)
湊 弘充 87 (46,41) 久保 努 83 (39,44)
前田 照利 86 (41,45) 笹原 雅樹 89 (45,44)

11位 498 12位 499
高野 弘 81 (38,43) 増田 文義 85 (42,43)
赤名 房徳 94 (45,49) 川島 憲二 85 (44,41)
松川 光延 85 (42,43) 野口 幸人 86 (41,45)
手呂内 憲 93 (48,45) 越川 千秋 82 (41,41)
竹原 敬之 81 (39,42) 奈良部 武司 82 (41,41)
早乙女 都吉 84 (44,40) 菅又 倫吉 84 (45,39)
矢口 敏男 78 (42,36) 河又 修二 81 (40,41)
北山 茂男 80 (41,39) 稲葉 正秀 失格

(那須小川)
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唐沢ゴルフ倶楽部　三好コース
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芳賀カントリークラブ ゴールデンレイクスカントリークラブ

東松苑ゴルフ倶楽部 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

ラインヒルゴルフクラブ 新宇都宮カントリークラブ

鷹ゴルフ倶楽部唐沢ゴルフ倶楽部

サンレイクカントリークラブ 鹿沼72カントリークラブ

那須小川ゴルフクラブ 栃木カントリークラブ
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13位 500 14位 505
池上 正人 84 (41,43) 片柳 等 82 (42,40)
西田 豊 82 (38,44) 菊池 守行 88 (47,41)
小山 宣和 83 (44,39) 小林 令二 87 (43,44)
松村 正則 88 (44,44) 大金 武 91 (48,43)
竹村 吉郎 83 (40,43) 渡辺 成行 棄権
加藤 勉 82 (42,40) 高橋 輝男 86 (43,43)
金 慶一 86 (44,42) 直井 人志 82 (43,39)
福間 雅人 87 (42,45) 高橋 義治 80 (40,40)

15位 518 16位 失格
佐藤 治 83 (44,39) 石塚 昭二 90 (45,45)
八木沢 克行 87 (44,43) 大和田 博 75 (39,36)
岩本 功 89 (44,45) 中島 芳幸 91 (44,47)
杉山 利行 85 (43,42) 岸野 道栄 85 (44,41)
小川 一弘 84 (42,42) 大島 浩 86 (38,48)
白石 要三 92 (46,46) 本間 洋一 失格
吉原 芳雄 91 (45,46) 歌川 康広 70 (37,33)
朴本 秀明 88 (42,46) 小玉 佳則 棄権

新・ユーアイゴルフクラブ

鬼怒川カントリークラブ バークレイカントリークラブ

トムソン ナショナル カントリー倶楽部


