
開催日： 参加倶楽部数： 17

会場： 通過倶楽部数： 4

Aクラス： 6220yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6625yards Par72 各クラス上位3名、計6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

遠山 光男 71 後藤 貴浩 70

歌川 康広 70

1位 450 2位 450
遠山 光男 71 (37,34) 高村 守 76 (38,38)
西田 哲三 82 (41,41) 今北 民憲 77 (42,35)
江原 義夫 失格 山﨑 文男 80 (38,42)
分須 岳司 76 (37,39) 小林 均 80 (40,40)
松本 光央 73 (37,36) 後藤 貴浩 70 (34,36)
梶谷 卓矢 75 (35,40) 歌川 康広 70 (36,34)
金川 基晴 73 (36,37) 大和田 博 77 (37,40)
野口 正和 83 (41,42) 大島 浩 97 (48,49)

3位 453 4位 456
金子 秀人 77 (39,38) 長谷川 仁 74 (39,35)
大島 洋司 80 (36,44) 通村 正治 75 (38,37)
仲島 陽一 77 (40,37) 斉藤 孝夫 80 (42,38)
渡辺 富夫 79 (39,40) 五味田 昭一 82 (42,40)
和光 利一 74 (37,37) 半田 裕一 73 (35,38)
半田 容一 72 (33,39) 渡辺 克彦 76 (38,38)
赤羽 弘光 74 (34,40) 小森 寿久 78 (38,40)
添田 修司 81 (42,39) 久保田 進 79 (36,43)

5位 465 6位 465
石川 清巳 78 (39,39) 武田 幸雄 75 (36,39)
真下 政夫 89 (44,45) 池上 芳三 79 (39,40)
渋井 保夫 73 (38,35) 小川 豊 77 (40,37)
難波 清 79 (41,38) 渡辺 秀樹 78 (39,39)
野口 政夫 77 (38,39) 荒井 義之 77 (37,40)
原田 慶一郎 79 (38,41) 小林 栄一 79 (41,38)
遠藤 利也 82 (39,43) 濵田 真司 79 (39,40)
志賀 典裕 79 (41,38) 多胡 昌行 84 (40,44)

7位 465 8位 465
松岡 修三 74 (38,36) 柏木 豪 76 (39,37)
池田 晃 75 (34,41) 佐々木 龍二 78 (39,39)
磯 甲 83 (43,40) 海野 智 80 (41,39)
中上 秀樹 79 (40,39) 浅見 秀男 81 (42,39)
飯山 敏弘 87 (42,45) 浜田 勝 71 (35,36)
田島 裕之 76 (38,38) 坂田 正文 75 (37,38)
金坂 光紳 84 (40,44) 赤坂 明 92 (44,48)
小嶋 正美 77 (39,38) 赤坂 秀志 85 (42,43)

9位 467 10位 468
小堀 松一郎 75 (38,37) 磯 信広 84 (42,42)
大塚 正雄 80 (40,40) 大森 政男 80 (39,41)
福田 文夫 78 (39,39) 関口 健一 76 (37,39)
岡野 英夫 83 (39,44) 高久 弘 73 (36,37)
小宅 章夫 83 (40,43) 吉澤 美智雄 78 (40,38)
村上 了太 79 (38,41) 押元 勇 85 (42,43)
大森 正明 82 (42,40) 坂本 淳 87 (43,44)
高橋 誠二 73 (35,38) 田代 和正 76 (40,36)

11位 470 12位 483
齋藤 修一 76 (37,39) 小川 勉 83 (41,42)
薄井 富士雄 77 (36,41) 田中 力男 85 (43,42)
久保田 英樹 84 (44,40) 小山 務 79 (40,39)
亀田 郁夫 87 (48,39) 大熊 章夫 74 (38,36)
小峰 裕 79 (40,39) 半田 敏彦 83 (39,44)
大村 孝之 95 (48,47) 川田 勲 78 (40,38)
阿部 哲也 79 (42,37) 入江 史朗 86 (41,45)
鈴木 貴士 75 (38,37) 遠藤 富士夫 87 (46,41)

矢板カントリークラブ ファイブエイトゴルフクラブ

大日向カントリー倶楽部 広陵カントリークラブ

千成ゴルフクラブ

新バークレイカントリークラブ鷹ゴルフ倶楽部

サンレイクカントリークラブ

関東国際カントリークラブ 那須カントリークラブ

佐野ゴルフクラブ アローエースゴルフクラブ
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平成26年度関東倶楽部対抗栃木第1会場予選競技

13位 485 14位 489
益子 憲行 78 (41,37) 加賀 章 77 (38,39)
浦馬場 忠靖 83 (41,42) 小島 春海 90 (40,50)
兵藤 一雄 82 (42,40) 高田 進一 79 (39,40)
宮内 茂雄 86 (42,44) 鯨吉 新一 86 (43,43)
福島 豊 80 (41,39) 信太 秀巨 76 (38,38)
唐木澤 明 88 (42,46) 金子 隆良 85 (43,42)
村壽 一斉 80 (40,40) 常見 公孝 88 (41,47)
木村 光芳 82 (41,41) 服部 信高 86 (43,43)

15位 492 16位 496
手呂内 憲 87 (43,44) 小池 正造 79 (39,40)
高野 弘 88 (44,44) 大貫 清 86 (44,42)
赤名 房徳 77 (36,41) 伊澤 光康 82 (44,38)
入江 胖 82 (41,41) 藤原 邦男 85 (40,45)
竹原 敬之 81 (39,42) 横須賀 可典 80 (41,39)
矢口 敏男 84 (37,47) 福島 誠司 87 (41,46)
早乙女 都吉 81 (41,40) 宮崎 秀之 83 (38,45)
山口 勉 90 (46,44) 加藤 武雪 92 (46,46)

17位 505
川島 喜一 80 (40,40)
増田 和野 97 (47,50)
高橋 総 84 (40,44)
金子 博幸 91 (45,46)
島田 賢一 84 (41,43)
中村 治 86 (40,46)
勝俣 彰夫 85 (40,45)
栗原 聖男 81 (40,41)

喜連川カントリー倶楽部

メイフラワーゴルフクラブ

ゴールド佐野カントリークラブ

ラインヒルゴルフクラブ レイクランドカントリークラブ


