
OUT

組 時 刻 ス コア 氏 名 所 属 スコア 氏 名 所 属 スコア 氏 名 所 属

1 7:30 ８０ｓ 飛澤 周吾 札幌国際カントリークラブ ８１ｓ 池田 克美 シャムロックカントリー倶楽部 ８２ｓ 荢毛 卓 ダイナスティゴルフクラブ有明

2 7:38 ８０ｓ 若月 和史 北海道カントリークラブ ８０ｓ 増田 圭介 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ ８０ｓ 山下 恭史 北見ハーブヒルゴルフクラブ

3 7:46 ７８ｓ 中山 千徳 第28回優勝者 ７８ｓ 伊藤 篤史 大沼国際カントリークラブ ８０ｓ 奥村 忠史 真駒内カントリークラブ

4 7:54 ７８ｓ 土井 敬介 クラークカントリークラブ ７８ｓ 北島 誠 旭川ゴルフ倶楽部 ７８ｓ 関寺 寛之 北海道リンクスカントリー倶楽部

5 8:02 ７７ｓ 井上　魁斗 グレート札幌カントリー倶楽部 ７８ｓ 浅原 卓二郎 札樽ゴルフ倶楽部 ７８ｓ 本前 稔光 北海道ゴルフ倶楽部

6 8:10 ７６ｓ 小倉 一泰 オホーツクカントリークラブ ７７ｓ 鈴木 亞久里 登別カントリー倶楽部 ７７ｓ 坂本 博史 ノースバレーカントリークラブ

7 8:18 ７５ｓ 児玉 有史 石狩平原カントリークラブ ７５ｓ 小林　敏明 札幌北広島ゴルフ倶楽部、第34回優勝者 ７６ｓ 高橋 伸英 エムアール茨戸カントリークラブ

8 8:26 ７４ｓ 朴 相大 北海道オープンアマ2位 ７５ｓ 佐藤 耕冶 ニセコゴルフ＆リゾート ７５ｓ 山下 将司 札幌ベイゴルフ倶楽部

9 8:34 ７４ｓ 熊谷 直哉 ニドムクラシックコース ７４ｓ 畑中 則晃 エミナゴルフクラブ ７４ｓ 蝦名 和明 札幌ゴルフ倶楽部

10 8:42 ７１ｓ 越澤 慎太郎 滝のカントリークラブ ７２ｓ 高橋 周平 スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 ７３ｓ 工藤 大之進 札幌リージェントゴルフ倶楽部

IN

組 時 刻 ス コア 氏 名 所 属 スコア 氏 名 所 属 スコア 氏 名 所 属

11 7:30 ８２ｓ 海野 保幸 ノーザンアークゴルフクラブ ８２ｓ 金澤 哲夫 ダイナスティゴルフクラブ北広島 ８２ｓ 吉岡 博 北見カントリークラブ

12 7:38 ８３ｓ 池端 進 シャトレーゼカントリークラブ 石狩 ８３ｓ 小杉 隆一 御前水ゴルフ倶楽部 ８３ｓ 今野 幹夫 札幌南ゴルフクラブ

13 7:46 ８３ｓ 澤田 和伸 ツキサップゴルフクラブ ８４ｓ 組頭 幸輔 札幌エルムカントリークラブ ８４ｓ 橘 佳一郎 大雪山カントリークラブ

14 7:54 ８４ｓ 四津 文永 函館ベイコースト、函館シーサイド ８４ｓ 松坂 昭範 釧路カントリークラブ ８５ｓ 小野 耕司 旭川たかすゴルフクラブ

15 8:02 ８５ｓ 戸栗 基喜 函館ゴルフ倶楽部 ８５ｓ 若松 肇宏 阿寒カントリークラブ ８５ｓ 大西 功晃 旭川メモリアルカントリークラブ

16 8:10 ８６ｓ 中尾 和幸 エバーグリーンゴルフ倶楽部 ８６ｓ 前野 康次郎 羊ヶ丘カントリークラブ ８６ｓ 新井 淳一 室蘭ゴルフ倶楽部

17 8:18 ８６ｓ 前田 翼成 伊達カントリー倶楽部 ８６ｓ 運上 龍哉 安平ゴルフ倶楽部 ８６ｓ 嶋津 研史 千歳空港カントリークラブ

18 8:26 ８６ｓ 川西 真一 シェイクスピアカントリークラブ ８６ｓ 八田 耕造 第15回優勝者 ８６ｓ 三上 孝二 大沼レイクゴルフクラブ

19 8:34 ８７ｓ 田中 敏 北海道リバーヒルゴルフ倶楽部 ９０ｓ 坂上 忠幸 第11、20、23、32回優勝者 ９４ｓ 桑原 久典 上湧別リバーサイドゴルフ場

第39回全道クラブチャンピオンズゴルフトーナメント


