
開催日： 参加倶楽部数： 17

会場： 通過倶楽部数： 4

Aクラス： 6430yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6730yards 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

磯 誠一 74 中島 正春 75

小木 久 75

1位 479 2位 484
和泉 一夫 80 (37,43) 朝山 晃司 76 (39,37)
一瀬 秀樹 93 (48,45) 手塚 幹雄 82 (42,40)
高橋 和雄 83 (40,43) 須田 誠 85 (40,45)
田村 甲午 80 (40,40) 阿部 孝信 84 (43,41)
早乙女 剛史 82 (40,42) 廣田 剛治 84 (41,43)
中島 正春 75 (35,40) 斎藤 信一郎 76 (37,39)
藤田 祐司 80 (41,39) 花岡 錦一郎 88 (41,47)
大谷 昇 81 (40,41) 若林 新平 82 (40,42)

3位 485 4位 494
坂本 茂 81 (38,43) 樋山 儀男 77 (37,40)
大福根 孝司 81 (39,42) 潮田 英二 83 (44,39)
村山 周一 87 (41,46) 荒井 孝行 89 (45,44)
高嶋 靖尚 85 (42,43) 小野 忠 79 (40,39)
柏崎 啓 84 (46,38) 角田 浩 87 (44,43)
児矢野 政勝 79 (38,41) 小森 章弘 83 (44,39)
坂本 光浩 88 (43,45) 松村 茂 85 (45,40)
小木 久 75 (38,37) 粂川 俊一 87 (44,43)

5位 494 6位 497
柏谷 茂 76 (37,39) 舟岡 誠 87 (46,41)
斉藤 裕一 80 (41,39) 渡辺 正巳 83 (40,43)
増渕 守哉 79 (40,39) 磯 誠一 74 (39,35)
橋田 透 78 (37,41) 緑川 文雄 91 (43,48)
山岸 智明 83 (39,44) 相馬 義孝 80 (38,42)
木村 厚 88 (41,47) 山口 司 88 (46,42)
布施 政勝 90 (43,47) 佐藤 幸由 92 (42,50)
鈴木 秀幸 92 (43,49) 橋本 和彦 85 (41,44)

7位 501 8位 501
河本 弘 83 (41,42) 堀口 尚男 89 (45,44)
大和 克己 82 (42,40) 細野 博隆 84 (40,44)
渡邉 英治 89 (42,47) 榎本 暁彦 83 (40,43)
天海 敬造 89 (46,43) 金城 正徳 85 (44,41)
田口 敦 84 (40,44) 橋本 茂樹 83 (41,42)
堀田 英夫 81 (39,42) 松本 英司 94 (47,47)
湊 弘充 82 (40,42) 植木 俊宏 80 (40,40)
前田 照利 84 (44,40) 柿沼 博司 86 (45,41)

9位 502 10位 505
岡安 孝治 82 (40,42) 片柳 勇 79 (40,39)
加藤 正 90 (44,46) 明下 雅美 83 (45,38)
白石 忠信 82 (41,41) 加茂野 新一 89 (44,45)
吉田 定男 85 (43,42) 石川 正人 81 (37,44)
菅原 章治 94 (48,46) 和田 貴之 83 (44,39)
西埜 誠洋 83 (41,42) 久保 努 棄権
瀬口 卓 88 (43,45) 笹原 雅樹 87 (43,44)
加藤 明夫 82 (36,46) 錦織 啓市 92 (45,47)

11位 507 12位 508
門間 貞和 87 (42,45) 佐藤 友久 81 (40,41)
土屋 武雄 90 (44,46) 田中 文雄 87 (45,42)
岡島 康男 82 (38,44) 新井 博 86 (42,44)
藤川 功 86 (42,44) 新井 道夫 86 (41,45)
上村 茂 96 (46,50) 千葉 孝 88 (46,42)
小池 庸介 80 (38,42) 亀井 隆 80 (40,40)
藤島 厚 86 (43,43) 川島 美則 87 (44,43)
大月 康雄 86 (42,44) 中村 武雄 88 (41,47)

平成26年度関東倶楽部対抗栃木第3会場予選競技

(塩原)

那須伊王野カントリークラブ　北・南コース

5月21日(水)

(皐月･佐野)

(鹿沼72)

日光カンツリー倶楽部皐月ゴルフ倶楽部佐野コース

鹿沼カントリー倶楽部 塩原カントリークラブ

鹿沼72カントリークラブ 那須小川ゴルフクラブ

東松苑ゴルフ倶楽部 皆川城カントリークラブ

大平台カントリークラブ 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

足利カントリークラブ 唐沢ゴルフ倶楽部



平成26年度関東倶楽部対抗栃木第3会場予選競技

13位 508 14位 510
山田 繁 84 (39,45) 寺内 篤 90 (41,49)
幕田 俊信 83 (41,42) 井伊 達朗 82 (42,40)
大山 茂 84 (45,39) 鈴木 幹宏 81 (41,40)
江藤 文夫 82 (38,44) 角野 守 83 (40,43)
佐藤 瑞之 88 (42,46) 手塚 高司 88 (43,45)
仲田 靖 81 (39,42) 大貫 敬司 88 (45,43)
石黒 浩幸 90 (43,47) 坂本 健二 88 (46,42)
高久 浩 90 (45,45) 岩立 守弘 97 (52,45)

15位 513 16位 528
野沢 博行 89 (42,47) 大槻 哲男 90 (43,47)
安藤 誠 87 (44,43) 磯 久四 94 (45,49)
堀口 守 83 (40,43) 栗原 安次 98 (47,51)
大川 敏夫 87 (44,43) 安田 信夫 84 (44,40)
山崎 唯普 81 (39,42) 小山田 公男 88 (43,45)
石井 昭浩 89 (42,47) 高橋 昌也 83 (42,41)
早坂 孝己 88 (42,46) 藪田 明 97 (53,44)
駒場 英之 87 (44,43) 諏佐 賢一郎 89 (44,45)

17位 536
舘野 明憲 92 (47,45)
上野 廣中 85 (44,41)
渡辺 栄一 90 (47,43)
高橋 哲男 97 (48,49)
深沢 昌幸 87 (43,44)
高間 弘典 86 (44,42)
松本 千文 96 (48,48)
大平 信夫 96 (45,51)

大田原ゴルフ倶楽部

皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース 那須伊王野カントリークラブ

東ノ宮カントリークラブ ロイヤルカントリークラブ


