
開催日： 参加倶楽部数： 15

会場： 通過倶楽部数： 3

Aクラス： 6426yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス： 6792yards 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

片野 由次 71 宮島 一馬 70

1位 302 2位 302
梅原 豊司 75 (38,37) 白浜 茂靖 81 (42,39)
中川 雅義 72 (34,38) 片野 由次 71 (37,34)
檜垣 多久美 87 (42,45) 榎本 幸和 77 (39,38)
中跡 朝臣 77 (38,39) 森屋 智之 77 (37,40)
原田 新吾 78 (38,40) 小林 賢三 77 (38,39)
鎌田 勝己 82 (40,42) 長谷川 主一 84 (43,41)

3位 302 4位 303
井出 啓男 79 (37,42) 俵 聖徳 76 (36,40)
箕輪 康男 75 (35,40) 細川 武 75 (39,36)
寺尾 藤則 83 (41,42) 吉川 裕治 72 (32,40)
小林 一三 75 (37,38) 伊藤 博一 78 (40,38)
樋口 和真 73 (38,35) 早川 毅 85 (43,42)
芦田川 雄一 86 (46,40) 髙村 和央 78 (40,38)

5位 304 6位 306
宮澤 亮三 78 (36,42) 武田 俊二 78 (39,39)
黒岩 護 79 (39,40) 渡部 千秋 79 (40,39)
篠原 力 80 (40,40) 塩原 研治 78 (36,42)
伊藤 雅章 76 (39,37) 宮島 一馬 70 (32,38)
島田 貴規 83 (38,45) 続木 良博 80 (39,41)
広田 文雄 71 (35,36) 今井 高行 81 (43,38)

7位 307 8位 307
中山 敏夫 72 (35,37) 北原 弘 76 (38,38)
中澤 恒雄 77 (39,38) 丹野 富壽 74 (37,37)
村田 稔 81 (42,39) 野上 直彦 87 (48,39)
一之瀬 方賛 79 (41,38) 工藤 和彦 74 (38,36)
翠川 雅人 79 (40,39) 岩崎 寛之 83 (41,42)
清水 敦夫 79 (37,42) 中井 信吾 87 (42,45)

9位 309 10位 310
赤坂 設男 82 (41,41) 峯澤 克之 76 (39,37)
畠山 幸一 80 (41,39) 志村 孝夫 81 (39,42)
藤本 正三 75 (35,40) 石井 重次 78 (39,39)
赤坂 昇 73 (34,39) 岡田 裕幸 82 (42,40)
島貫 竜一 83 (41,42) 早川 友己 78 (39,39)
古屋 司 81 (40,41) 市原 敏隆 78 (39,39)

11位 311 12位 312
西田 豊明 73 (35,38) 加部 嗣男 81 (38,43)
山口 賢一郎 75 (36,39) 高田 安和 83 (40,43)
竹内 正次 82 (42,40) 長船 正人 84 (43,41)
前山 正隆 82 (43,39) 安藤 英俊 76 (39,37)
釜谷 正宏 81 (41,40) 坂田 広一 83 (37,46)
小川 陽一 84 (42,42) 髙橋 重司 72 (36,36)

平成26年度関東倶楽部対抗第2ブロック大会

(オリムピック)

オリムピックカントリークラブ　ふじざくら・はなみずき

6月27日(金)

(塩嶺)

オリムピックカントリークラブ富士宮ゴルフクラブ

長野カントリークラブ 塩嶺カントリークラブ

サニーカントリークラブ 富士箱根カントリークラブ

上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 伊豆にらやまカントリークラブ

都ゴルフ倶楽部 メイプルポイントゴルフクラブ

富士小山ゴルフクラブ 東名カントリークラブ
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13位 321 14位 321
縄田 安孝 82 (43,39) 米山 政幸 90 (44,46)
西澤 健司 83 (42,41) 藤巻 好實 77 (41,36)
勝家 哲夫 85 (40,45) 原 利之 85 (41,44)
伊藤 啓二 75 (40,35) 向井 知巳 80 (42,38)
内川 政志 81 (43,38) 三沢 忠幸 82 (39,43)
佐原 憲俊 81 (42,39) 中山 芳秀 79 (39,40)

15位 322
佐藤 和男 78 (35,43)
寺田 彰 85 (42,43)
原田 知明 76 (38,38)
河村 富士男 82 (40,42)
渡邊 隆司 90 (43,47)
藤本 武彦 86 (41,45)

秋山カントリークラブ

穂高カントリークラブ 松本浅間カントリークラブ


