
開催日： 参加倶楽部数： 21

会場： 通過倶楽部数： 5

Aクラス： 6289yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス： 6654yards 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

小川 透 74 髙橋 一誠 70

福島 静雄 74

荒井 貞雄 74

1位 455 2位 462
金本 勇 79 (39,40) 湯田 勝雄 79 (40,39)
小川 透 74 (35,39) 三塚 胤紀 76 (38,38)
関根 幸一 82 (42,40) 花井 裕吏 81 (38,43)
冨田 進 80 (41,39) 荒井 貞雄 74 (39,35)
髙橋 一誠 70 (34,36) 厚澤 克俊 77 (38,39)
金井 篤司 77 (38,39) 白金 満明 79 (39,40)
相原 位好 85 (45,40) 繁田 勝 91 (45,46)
前田 正雄 75 (38,37) 髙橋 聡 77 (42,35)

3位 468 4位 473
柿木 良夫 80 (42,38) 伊藤 幸信 76 (41,35)
福島 静雄 74 (37,37) 横田 恒雄 80 (42,38)
横田 浩 80 (40,40) 笠原 正光 81 (42,39)
梁瀬 正晴 80 (42,38) 浦上 光成 78 (40,38)
向山 和徳 81 (42,39) 藤沼 拓人 77 (37,40)
田中 俊行 78 (38,40) 吉永 浩太郎 81 (36,45)
高野 秀治 78 (38,40) 芹澤 宏 86 (45,41)
生澤 良太 78 (39,39) 房野 利孝 81 (40,41)

5位 476 6位 477
高橋 貞雄 83 (39,44) 石川 紀彦 77 (40,37)
東 裕二 78 (39,39) 吉澤 俊明 82 (39,43)
吉増 一郎 79 (41,38) 前島 洋志 81 (42,39)
大賀 七郎 82 (42,40) 井上 達 82 (39,43)
長川 順一 79 (42,37) 田邉 光男 75 (35,40)
杉山 誠一 78 (37,41) 小林 好司 80 (40,40)
高橋 恭史 82 (42,40) 師岡 賢一郎 82 (43,39)
杉山 大作 80 (44,36) 中山 忠良 85 (44,41)

7位 477 8位 477
門田 廣 81 (41,40) 三上 修平 81 (39,42)
樅山 和由 80 (41,39) 関 友己 80 (40,40)
稲川 俊之 85 (42,43) 田中 照美 83 (41,42)
阿部 正直 85 (46,39) 平 達夫 87 (40,47)
上中 啓史 75 (38,37) 黒滝 公彦 83 (40,43)
原 正晃 83 (43,40) 村山 浩伸 75 (35,40)
岡田 隆広 73 (35,38) 杉本 保之 88 (43,45)
桜井 真澄 87 (42,45) 増田 実 75 (38,37)

9位 478 10位 479
砂山 武則 76 (39,37) 土屋 敏明 80 (42,38)
中根 俊幸 82 (42,40) 中野 五雄 80 (39,41)
金子 義一 82 (40,42) 下池 一男 82 (41,41)
平林 輝夫 85 (44,41) 本多 秀次 84 (42,42)
加藤 光一 77 (39,38) 浅野 博司 79 (38,41)
辻野 寛次 80 (42,38) 横田 正夫 87 (47,40)
坂本 伸二 81 (42,39) 松本 正人 76 (38,38)
角田 智之 86 (43,43) 當麻 正貴 82 (41,41)

11位 480 12位 480
松澤 秀俊 83 (43,40) 廣野 敬 82 (41,41)
新井 義弘 79 (39,40) 田邉 規充 81 (42,39)
澤村 治道 82 (42,40) 中川 一光 86 (44,42)
伊藤 佐一 79 (41,38) 佃 博 75 (37,38)
津村 竜浩 80 (38,42) 木下 健介 83 (40,43)
石井 稔晃 79 (39,40) 森島 宏之 78 (39,39)
山崎 隆二 84 (42,42) 西山 真悟 81 (39,42)
小山 明宏 81 (39,42) 加藤 真一郎 85 (42,43)

鴻巣カントリークラブ岡部チサンカントリークラブ

大宮国際カントリークラブ 飯能ゴルフクラブ

鳩山カントリークラブ 入間カントリークラブ

武蔵松山カントリークラブ エーデルワイスゴルフクラブ

越生ゴルフクラブ 浦和ゴルフ倶楽部

日高カントリークラブ 狭山ゴルフ・クラブ

平成26年度関東倶楽部対抗埼玉第2会場予選競技

(岡部チサン)

(鳩山)

(鴻巣)

入間カントリークラブ

5月26日(月)

(岡部チサン)



平成26年度関東倶楽部対抗埼玉第2会場予選競技

13位 481 14位 481
宇佐見 則男 77 (38,39) 内田 裕 75 (38,37)
飯田 雅之 80 (40,40) 原 一雄 80 (38,42)
角石 千春 79 (41,38) 野口 光三 78 (40,38)
白石 博 80 (37,43) 鶴之園 基一 85 (40,45)
森 信幸 87 (40,47) 柴崎 昭好 87 (45,42)
有山 清 85 (45,40) 佐藤 秀樹 失格
小峰 直行 82 (41,41) 佐々木 功一 83 (41,42)
山﨑 広宣 78 (40,38) 佐藤 力 78 (40,38)

15位 486 16位 491
田島 幸久 79 (39,40) 小林 明治 82 (43,39)
渡辺 英明 95 (50,45) 赤池 和男 82 (43,39)
加藤 芳男 84 (41,43) 高野 裕明 78 (41,37)
河内谷 清太郎 86 (47,39) 柴岡 健夫 失格
野口 雄司 76 (39,37) 太田 秀樹 81 (40,41)
伊坂 宣二 88 (44,44) 吉岡 伸也 83 (43,40)
古田 雅二 81 (40,41) 田嶋 幸夫 88 (42,46)
田島 俊信 80 (40,40) 大川戸 弘治 85 (42,43)

17位 494 18位 496
神保 淳 81 (40,41) 内田 義明 79 (38,41)
岩瀬 賢治 83 (41,42) 佐藤 稔 失格
金田 成雄 83 (41,42) 石黒 真理夫 77 (38,39)
三上 和洋 89 (42,47) 門馬 恒夫 87 (41,46)
谷口 弘孝 78 (41,37) 鯛 康一 81 (40,41)
小林 昌信 90 (46,44) 山縣 政和 87 (46,41)
高田 英樹 87 (44,43) 柳 隆晃 85 (43,42)
中澤 雅紀 82 (41,41) 本間 正明 88 (44,44)

19位 499 20位 506
鈴木 幹夫 80 (40,40) 三宅 勲 84 (43,41)
鈴木 賢司 81 (40,41) 山口 俊次 86 (43,43)
験馬 保雄 86 (43,43) 清原 博之 87 (43,44)
木暮 朗 80 (43,37) 根本 弘一 85 (41,44)
小俣 文彦 82 (40,42) 倉嶋 茂 87 (43,44)
金澤 浩 87 (47,40) 島崎 勇 82 (39,43)
北島 靖司 89 (43,46) 金子 光彰 82 (40,42)
田村 裕一 89 (48,41) 杉山 孝之 88 (48,40)

21位 510
阿部 満 97 (53,44)
山本 章 81 (38,43)
佐藤 利文 92 (44,48)
細田 典男 81 (42,39)
安里 明 89 (46,43)
苗村 哲也 88 (44,44)
原 仁 88 (45,43)
加藤 功 80 (40,40)

秩父国際カントリークラブ ユニオンエースゴルフクラブ

高根カントリー倶楽部 美里ゴルフ倶楽部

久邇カントリークラブ

リバーサイドフェニックスゴルフクラブ

オリムピック・カントリークラブ　レイクつぶらだコース

飯能くすの樹カントリー倶楽部 飯能パークカントリークラブ


