
開催日： 参加倶楽部数： 19
会場： 通過倶楽部数： 4

Aクラス： 6420yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス： 6731yards Par72 各クラス上位2名、計4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

田村 敏明 70 関澤 誠 71

1位 303 2位 306
佐藤 省吾 78 (38,40) 桐生 勝 77 (39,38)
丸橋 正彦 76 (36,40) 井上 豊 76 (38,38)
池本 昭文 84 (42,42) 青木 忠雄 81 (40,41)
飯塚 裕一 80 (45,35) 永井 秀明 81 (41,40)
二村 一宇 75 (37,38) 田村 英秋 81 (39,42)
土田 恭章 74 (38,36) 田村 康成 72 (36,36)

3位 306 4位 307
宮沢 重夫 73 (39,34) 金井 正善 74 (37,37)
滝沢 孝行 77 (39,38) 森島 孝雄 77 (37,40)
安藤 利雄 82 (41,41) 大澤 康宏 75 (39,36)
内山 嘉雄 77 (40,37) 長谷川 雅広 82 (44,38)
島田 修 79 (37,42) 大倉 一浩 80 (40,40)
甲崎 仁 90 (46,44) 高橋 光雄 78 (40,38)

5位 307 6位 308
田村 敏明 70 (34,36) 大和田 康夫 76 (38,38)
川端 和憲 81 (40,41) 滝沢 信夫 82 (36,46)
目崎 仁 89 (45,44) 山中 茂 82 (43,39)
佐藤 秀明 78 (39,39) 滝沢 信也 78 (41,37)
野上 文範 78 (38,40) 櫻井 伸一 72 (34,38)
斉木 稔 84 (39,45) 榎並 雪彦 84 (44,40)

7位 309 8位 309
吉田 武夫 79 (42,37) 小林 正雄 83 (42,41)
廖 挺毅 82 (41,41) 樋口 隆夫 78 (39,39)
五明 顕二 84 (42,42) 梅沢 吉 82 (39,43)
関澤 誠 71 (37,34) 梅澤 吉朗 73 (38,35)
望月 久継 77 (39,38) 井川 智一郎 76 (39,37)
武田 和大 78 (37,41) 櫛渕 寛之 80 (42,38)

9位 310 10位 311
宍戸 英明 79 (39,40) 菊池 宗雄 78 (38,40)
服部 秋男 75 (38,37) 中島 幸和 82 (42,40)
田村 弘一 92 (43,49) 杉木 博文 80 (39,41)
野田 富勝 75 (37,38) 野﨑 寿之 79 (38,41)
鈴森 浩司 81 (38,43) 清水 聖二 78 (40,38)
佐藤 慎一 84 (42,42) 堀 久 75 (38,37)

11位 312 12位 313
三母 英二 81 (38,43) 末次 豊 77 (36,41)
生居 慎司 83 (42,41) 井上 輝雄 86 (44,42)
新村 照平 88 (45,43) 根岸 茂 80 (40,40)
目黒 学 75 (37,38) 坂 航 76 (40,36)
渡辺 泰一郎 73 (34,39) 田村 時男 80 (40,40)
永田 礼義 83 (41,42) 遊佐 健策 88 (47,41)

関越ハイランドゴルフクラブ藤岡ゴルフクラブ

小千谷カントリークラブ 草津カントリークラブ

松ケ峯カントリー倶楽部 太田双葉カントリークラブ

ツインレイクスカントリー倶楽部 初穂カントリークラブ

ノーブルウッドゴルフクラブ 伊香保カントリークラブ

日本海カントリークラブ メイレイクヒルズカントリークラブ
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(小千谷)

伊香保カントリークラブ

6月24日(火)

(ツインレイクス)
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13位 314 14位 317
高橋 憲介 80 (39,41) 福原 晋平 82 (39,43)
古城 勝彦 81 (41,40) 福原 政文 81 (39,42)
倉重 正晴 82 (39,43) 佐次 富士夫 82 (43,39)
吉田 聡 73 (37,36) 鈴木 史敏 76 (36,40)
田崎 尚志 80 (40,40) 内山 洋一 78 (42,36)
若林 保男 87 (45,42) 吉楽 尚生 78 (36,42)

15位 317 16位 317
市川 博司 79 (42,37) 小黒 博 78 (38,40)
高野 亮一 83 (43,40) 三ヶ月 耕一 90 (46,44)
山田 直喜 84 (41,43) 佐藤 晃 78 (39,39)
天野 淳一 76 (36,40) 石川 陽一 79 (40,39)
小林 正典 79 (41,38) 加藤 仁 82 (44,38)
中村 直人 81 (37,44) 小松原 健 89 (47,42)

17位 320 18位 322
高橋 章平 81 (42,39) 白濱 秀樹 84 (44,40)
小堀 勝美 84 (42,42) 吉原 博 78 (39,39)
小池 新一 85 (41,44) 深井 修次 77 (39,38)
藤田 一恵 84 (43,41) 星野 節二 84 (41,43)
市川 祐馬 75 (39,36) 五十嵐 健太 83 (42,41)
大内田 慎一郎 80 (39,41) 畑 忠友 84 (41,43)

19位 324
星野 均 86 (43,43)
岡村 勝一 87 (45,42)
江口 亨一 79 (37,42)
上田 昭 82 (38,44)
大家 賢 84 (42,42)
小沼 洋幸 77 (41,36)

柏崎カントリークラブ イーストヒルゴルフクラブ

下田城カントリー倶楽部 十日町カントリークラブ

長岡カントリー倶楽部鳳凰ゴルフ倶楽部

越後ゴルフ倶楽部
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