
開催日： 参加倶楽部数： 16

会場： 通過倶楽部数： 4

Aクラス： 6532yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6682yards Par72 上位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

山宮 秀一 76 上田 昭 78

藤田 高彦 78

1位 485 2位 497
深井 修次 86 (46,40) 市川 博司 81 (41,40)
吉原 博 79 (42,37) 高野 亮一 83 (44,39)
浅田 忍 78 (37,41) 山田 直喜 81 (40,41)
五十嵐 健太 80 (39,41) 天野 淳一 84 (42,42)
星野 節二 79 (38,41) 小林 正典 83 (43,40)
畑 忠友 84 (45,39) 佐藤 伸一 88 (43,45)
白濱 秀樹 85 (42,43) 中村 直人 85 (45,40)

3位 498 4位 498
田村 弘一 90 (47,43) 星野 均 80 (41,39)
宍戸 英明 77 (38,39) 岡村 勝一 90 (46,44)
服部 秋男 82 (41,41) 江口 亨一 89 (46,43)
野田 富勝 80 (40,40) 上田 昭 78 (38,40)
佐藤 慎一 87 (43,44) 大家 賢 79 (42,37)
石本 哲也 89 (47,42) 小沼 洋幸 82 (44,38)
鈴森 浩司 83 (45,38) 今野 健也 94 (47,47)

5位 505 6位 505
石井 清栄 90 (45,45) 髙村 伸吾 79 (44,35)
下妻 登司衛 83 (40,43) 関 一雄 82 (41,41)
長谷川 清一 86 (43,43) 新田 鐘大 91 (45,46)
川崎 治 81 (43,38) 白川 喜幸 85 (43,42)
本間 勝 80 (39,41) 藤田 高彦 78 (36,42)
高橋 直樹 87 (39,48) 飯吉 弘晃 90 (44,46)
羽竜 淳 88 (46,42) 竹田 裕司 93 (44,49)

7位 513 8位 515
池田 強 81 (42,39) 藤原 照夫 92 (45,47)
金子 誠次 85 (40,45) 岡崎 行雄 89 (45,44)
中村 実 82 (42,40) 山宮 秀一 76 (39,37)
山本 寿人 87 (43,44) 吉原 林 89 (43,46)
韮澤 敏 94 (46,48) 渡辺 衛 84 (44,40)
塩田 義行 88 (47,41) 坂田 稔洋 96 (51,45)
吉川 孝司 90 (47,43) 浦野 由和 85 (44,41)

9位 520 10位 522
幸田 明 84 (40,44) 野澤 順司 88 (43,45)
加藤 丈明 91 (42,49) 藤川 圭次郎 90 (49,41)
田淵 章 82 (43,39) 木野目 友見 88 (45,43)
金子 隆博 棄権 津野 樹志 85 (46,39)
丸田 純 90 (45,45) 磯野 隆 84 (47,37)
小林 常浩 85 (42,43) 渡邉 伸 94 (45,49)
横山 智行 88 (42,46) 本間 義和 87 (44,43)

11位 524 12位 529
白 源勇 86 (41,45) 北村 和秋 84 (38,46)
小川 耕三 92 (46,46) 小林 誠二 83 (44,39)
古澤 慎一 96 (50,46) 上杉 昌祺 90 (50,40)
白 源正 80 (42,38) 佐藤 信行 87 (44,43)
柳原 秀治 90 (45,45) 栃堀 治 96 (49,47)
小林 宏幸 92 (47,45) 高橋 克也 92 (46,46)
塚田 一博 84 (43,41) 長谷川 剛広 93 (47,46)
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(湯田上)

柏崎カントリークラブ

5月29日(木)

(越後)

(妙高)

柏崎カントリークラブ長岡カントリー倶楽部

新発田城カントリー倶楽部 妙高カントリークラブ

ノーブルウッドゴルフクラブ 越後ゴルフ倶楽部

笹神五頭ゴルフ倶楽部 湯田上カントリークラブ

中峰ゴルフ倶楽部 中条ゴルフ倶楽部

ヨネックスカントリークラブ 石地シーサイドカントリークラブ
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13位 531 14位 535
髙橋 正秋 81 (41,40) 野々村 正博 91 (48,43)
梶原 常生 91 (46,45) 神田 信治 84 (44,40)
平山 力三 97 (47,50) 荒井 高 95 (48,47)
松本 重光 85 (46,39) 藤井 正広 94 (47,47)
吉岡 和晃 85 (44,41) 山本 重俊 91 (45,46)
平山 克己 96 (48,48) 舟山 邦弘 92 (49,43)
吉田 潤一 93 (45,48) 佐藤 智之 83 (42,41)

15位 537 16位 541
柳村 冨雄 91 (45,46) 渡辺 正 90 (46,44)
土屋 博 89 (44,45) 内山 正 88 (46,42)
鈴木 嘉道 94 (49,45) 入倉 正 93 (51,42)
中山 英明 86 (43,43) 渡辺 和市 90 (45,45)
曽根 明 90 (45,45) 工藤 一大 90 (43,47)
田村 修 87 (43,44) 須貝 和俊 92 (48,44)
山田 寿 95 (46,49) 澤田 宏幸 91 (45,46)

阿賀高原ゴルフ倶楽部 櫛形ゴルフ倶楽部

フォレストカントリー倶楽部 胎内高原ゴルフ倶楽部


