
 
第39回全道クラブチャンピオンズゴルフトーナメント

氏名 1R 氏名 1R 氏名 1R 氏名 1R

1 越澤 慎太郎 -1 71 71 (34/37) 大西 功晃 +13 85 85 (46/39)

2 高橋 周平 E 72 72 (36/36) 47T 中尾 和幸 +14 86 86 (43/43)

3T 小笠原 一郎 +1 73 73 (36/37) 前野 康次郎 +14 86 86 (43/43)

工藤 大之進 +1 73 73 (36/37) 新井 淳一 +14 86 86 (45/41)

5T 熊谷 直哉 +2 74 74 (34/40) 前田 翼成 +14 86 86 (44/42)

畑中 則晃 +2 74 74 (37/37) 運上 龍哉 +14 86 86 (44/42)

蝦名 和明 +2 74 74 (35/39) 嶋津 研史 +14 86 86 (40/46)

朴 相大 +2 74 74 (39/35) 川西 真一 +14 86 86 (46/40)

9T 佐藤 耕冶 +3 75 75 (36/39) 八田 耕造 +14 86 86 (42/44)

山下 将司 +3 75 75 (38/37) 三上 孝二 +14 86 86 (43/43)

児玉 有史 +3 75 75 (36/39) 56 田中 敏 +15 87 87 (41/46)

小林　敏明 +3 75 75 (40/35) 57 坂上 忠幸 +18 90 90 (42/48)

13T 高橋 伸英 +4 76 76 (39/37) 58 桑原 久典 +22 94 94 (50/44)

小倉 一泰 +4 76 76 (39/37) 欠場 中川 秀敏

15T 鈴木 亞久里 +5 77 77 (38/39) 吉村 敦

坂本 博史 +5 77 77 (36/41)

井上 魁斗 +5 77 77 (36/41)

18T 浅原 卓二郎 +6 78 78 (39/39)

本前 稔光 +6 78 78 (41/37)

土井 敬介 +6 78 78 (41/37)

北島 誠 +6 78 78 (40/38)

関寺 寛之 +6 78 78 (40/38)

中山 千徳 +6 78 78 (38/40)

伊藤 篤史 +6 78 78 (39/39)

25T 奥村 忠史 +8 80 80 (36/44)

若月 和史 +8 80 80 (36/44)

増田 圭介 +8 80 80 (41/39)

山下 恭史 +8 80 80 (40/40)

飛澤 周吾 +8 80 80 (39/41)

30 池田 克美 +9 81 81 (41/40)

31T 荢毛 卓 +10 82 82 (37/45)

海野 保幸 +10 82 82 (37/45)

金澤 哲夫 +10 82 82 (40/42)

吉岡 博 +10 82 82 (40/42)

35T 池端 進 +11 83 83 (41/42)

小杉 隆一 +11 83 83 (40/43)

今野 幹夫 +11 83 83 (43/40)

澤田 和伸 +11 83 83 (41/42)

39T 組頭 幸輔 +12 84 84 (44/40)

橘 佳一郎 +12 84 84 (43/41)

四津 文永 +12 84 84 (39/45)

松坂 昭範 +12 84 84 (39/45)

43T 小野 耕司 +13 85 85 (42/43)

戸栗 基喜 +13 85 85 (42/43)

若松 肇宏 +13 85 85 (41/44)
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