
開催日： 参加倶楽部数： 26

会場： 通過倶楽部数： 5

Aクラス： 6250yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス： 6646yards 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

佐々木 清士 71 成田 朋正 76

植松 真一 76

小島 哲志 76

1位 311 2位 313
北原 弘 80 (39,41) 安達 光宣 81 (40,41)
丹野 富壽 77 (38,39) 渡邊 貞男 75 (37,38)
深沢 隆一 88 (43,45) 小林 一三 77 (38,39)
岩﨑 寛之 78 (39,39) 中村 博文 80 (40,40)
工藤 和彦 81 (41,40) 若林 彰 88 (44,44)
小島 哲志 76 (39,37) 望月 秀一 81 (39,42)

3位 314 4位 315
佐々木 清士 71 (36,35) 井端 和生 76 (38,38)
安藤 勤 83 (40,43) 向笠 照夫 82 (42,40)
山崎 雅文 79 (41,38) 山口 晃 82 (38,44)
小久江 正人 82 (41,41) 中村 正美 78 (35,43)
金村 利光 82 (39,43) 高山 卓士 79 (36,43)
永田 剛士 82 (41,41) 井原 孝浩 84 (42,42)

5位 316 6位 316
平田 泰博 76 (40,36) 中安 宏元 74 (37,37)
太田 敏彦 76 (36,40) 野中 直広 81 (40,41)
向笠 昌博 89 (42,47) 仁地 隆雄 87 (43,44)
植松 真一 76 (38,38) 成田 朋正 76 (41,35)
盛 英夫 90 (44,46) 大橋 研二 85 (41,44)
平田 良彦 88 (43,45) 曽根 大介 93 (48,45)

7位 317 8位 320
望月 一成 78 (41,37) 加部 嗣男 75 (36,39)
小笠原 良雄 88 (44,44) 長船 正人 83 (43,40)
望月 敏夫 82 (40,42) 松井 康夫 85 (43,42)
勝又 英文 77 (38,39) 杉山 猛美 90 (47,43)
堀内 芳洋 80 (42,38) 佐々木 修二 79 (39,40)
大塚 正治 83 (40,43) 安藤 英俊 83 (40,43)

9位 325 10位 325
斉藤 博文 80 (41,39) 岩井 靖久 79 (40,39)
俵 聖徳 77 (41,36) 神谷 秀樹 87 (44,43)
細川 武 84 (40,44) 杉山 直毅 82 (41,41)
髙村 和央 84 (41,43) 古賀 英人 89 (44,45)
千葉 晃彦 88 (44,44) 山﨑 徳雄 87 (41,46)
早川 毅 84 (42,42) 渡邊 真羽 77 (40,37)

11位 326 12位 327
中原 いおり 75 (39,36) 竹安 秀人 83 (42,41)
大野 益男 79 (41,38) 黒田 勝政 90 (41,49)
喜多 誠一 84 (40,44) 北島 直之 82 (43,39)
渡辺 久恭 87 (42,45) 宮下 健 83 (42,41)
佐々木 雄二 85 (43,42) 田京 秀一 79 (46,33)
石井 宏典 91 (44,47) 高橋 弘幸 88 (42,46)

平成27年度関東倶楽部対抗静岡会場予選競技

(葛城)

沼津ゴルフクラブ　愛鷹・伊豆コース

5月21日(木)

(豊岡国際)

(沼津)

(伊豆にらやま)

リバー富士カントリークラブ伊豆にらやまカントリークラブ

沼津ゴルフクラブ 豊岡国際カントリークラブ

葛城ゴルフ倶楽部 大熱海国際ゴルフクラブ

朝霧ジャンボリーゴルフクラブ 東名カントリークラブ

富士箱根カントリークラブ 富士カントリークラブ

凾南ゴルフ倶楽部 伊東カントリークラブ



平成27年度関東倶楽部対抗静岡会場予選競技

13位 329 14位 329
萩原 重行 80 (41,39) 中村 俊治 81 (41,40)
森 静生 84 (43,41) 細川 光典 84 (41,43)
一寸木 廣志 84 (43,41) 山本 忠 83 (39,44)
小澤 宏一 85 (42,43) 米山 剛 82 (42,40)
高橋 茂樹 87 (40,47) 中村 寛 83 (43,40)
花山 大輔 80 (38,42) 酒主 賢二 89 (47,42)

15位 334 16位 335
横山 登 84 (42,42) 市川 房雄 88 (44,44)
青木 惠一 90 (50,40) 田中 資一 79 (40,39)
長島 久 84 (41,43) 大井 敏男 87 (44,43)
長島 英樹 82 (40,42) 森田 昌士 82 (42,40)
奥津 久史 84 (45,39) 太知 祐一 87 (44,43)
田代 裕貴 88 (44,44) 大谷 秀雄 89 (44,45)

17位 337 18位 337
三須 隆幸 82 (39,43) 鈴木 昭彦 78 (37,41)
山本 洋一 86 (43,43) 堀内 正之 88 (43,45)
鈴木 修三 89 (43,46) 笠原 瑛 91 (43,48)
望月 清人 84 (42,42) 東浦 誠 85 (44,41)
矢野 信 90 (45,45) 飯澤 亜樹 86 (42,44)
岩井 誠 85 (44,41) 後藤 清和 90 (45,45)

19位 340 20位 341
徳永 博明 88 (44,44) 五十嵐 長一 82 (40,42)
奥村 裕一 91 (45,46) 西郷 巖 84 (40,44)
橋本 克己 86 (42,44) 久保田 京二 89 (40,49)
大内 三次 92 (44,48) 鈴木 基支 88 (46,42)
荒木 誠 88 (45,43) 諸星 幸政 87 (43,44)
金田 義隆 78 (40,38) 渡邉 伸一 94 (45,49)

21位 342 22位 342
大高 弘昭 84 (45,39) 黒田 隆雄 86 (42,44)
大石 章義 92 (42,50) 藤原 豊信 82 (42,40)
大谷 智徳 88 (45,43) 小原 秀明 84 (42,42)
吉田 泉 88 (45,43) 久松 克也 87 (46,41)
山崎 達也 83 (42,41) 日比 聡二郎 89 (41,48)
種田 敏範 87 (44,43) 福嶺 洋 91 (46,45)

23位 345 24位 345
野田 展央 87 (42,45) 川竹 勝則 80 (42,38)
馬渡 務 87 (43,44) 市川 日出夫 87 (49,38)
望月 富士夫 95 (50,45) 佐倉 良司 82 (42,40)
勝本 武 89 (45,44) 古家 均 96 (50,46)
河原 弘和 90 (44,46) 山田 智 87 (40,47)
阿知波 賢二 82 (39,43) 小針 和美 97 (47,50)

25位 351 26位 366
瀧澤 宏 90 (44,46) 河原 伸光 95 (47,48)
澄川 邦夫 88 (44,44) 土井内 信 84 (38,46)
尾崎 雅己 86 (43,43) 加藤 栄悦 93 (51,42)
金光 哲淳 82 (44,38) 山脇 義晴 95 (52,43)
諸星 昭人 95 (47,48) 佐藤 修久 96 (48,48)
朝日 賢二 97 (46,51) 千田 直幸 94 (46,48)

修善寺カントリークラブ

十里木カントリークラブ

南富士カントリークラブ 新・天城にっかつゴルフ倶楽部

御殿場ゴルフ倶楽部 伊豆スカイラインカントリー倶楽部

三島カントリークラブ

サザンクロスカントリークラブ 愛鷹シックスハンドレッドクラブ

浜松シーサイドゴルフクラブ

富士平原ゴルフクラブ 富士御殿場ゴルフ倶楽部

ギャツビイゴルフクラブ 富士エースゴルフ倶楽部


