
日本一決定戦

7,118Y  Par72

ｽﾀｰﾄ時間

中川　幸次 山崎　幸二 萱原　健二 西丸　二郎 衣笠　洋司 猿山　隆二 梁瀬　正晴 高野　秀治

藤永　徳治 藤永　佳昭 柴田　光行 会田　清次 小松﨑　博 岡野　智弘 芳賀　一雄 塩田　節生

渡辺　晃 吉村　一利 宮原　康夫 宮原　大輔 石橋　芳克 正木　薫 和田　尚雄 森　判治

大原　正一 後藤　勝彦 吉田　善充 浅野　展行 鈴木　優太 長田　洋志 清水　雅英 五味　俊彦

藤本　鎮 森田　正浩 本川　寛 小田　博之 藤井　隆之 原澤　悦典 宮下　修 小暮　富志雄

河崎　旭紀 飯沼　志朗 山崎　雅文 山本　法生 林　考春 宮園　正則 南　聖祐 福本　聖也

森山　裕 佐藤　隆一 伊妻　恭平 立山　博基 下田　明弘 柏田　浩之 中水　滋己 木ノ下　誠司

丸山　大輔 小山　武 渡辺　誠 座光寺　透 山口　栄 外川　一明 戸澤　秀高 古川　和義

朝倉　博昭 竹村　満広 久保田　剛司 岡田　直樹 竹中　淳二 並河　利隆 鈴木　淳志 中西　康之

小薗　惠吾 植松　寧 西　庄二 高梨　喜照 小野寺　智夫 真崎　敏寛 伊藤　俊行 新海　兼規

西川　恵太郎 後藤　貴浩 堀　信義 谷　光治 近藤　歳宗 長谷川　俊彦 守屋　玄 神保　操

山本　順也 山本　耕司 小川　豊英 千畑　泰也 広瀬　一哉 熊谷　淳 上木　政章 野上　英司

寺西　明 尾山　宜道 山根　英彦 田中　諭 宮下　雄一 神農　英和 和田　敏郎 村田　達夫

生澤　良太 田中　俊行 藤原　基裕 杉本　孝史 中村　英哲 福永　太 柳沢　知己 村越　元彰

鈴木　優也 勝田　将嗣 村野　文政 森　昌俊 豊田　英伸 中跡　朝臣 右田　哲也 小澄　敏也

犬島　基晶 佐藤　圭胤 佐藤　昌弘 荒井　謙光 辰巳　栄一 辰巳　剛史 鈴木　昇 佐野　正

岩堀　眞規 西原　浩司 鈴木　信行 坂輪　成晃 石原　慎也 加門　大典 片山　正之 高尾　陽介

川口　明浩 内田　和広 平方　彰 川崎　純 関口　洋一 立石　忠春 磯野　芳 嶋野　菊治

大西　康司 吉田　義広 中島　智明 三好　一成 柏木　和樹 加茂　孝明 林　明 小山　康

丸山　敬生 木名瀬　和重 松岡　國男 鶴留　昭人

（注）この組合せは諸事情により、変更することがあります　　　　競技委員長　

関東B大会　大洗ゴルフ倶楽部　優勝 九州大会　若松ゴルフ倶楽部　3位

関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　東コース 関東B大会　大洗ゴルフ倶楽部

関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部　優勝 中部大会　桑名カントリー倶楽部　3位

関西A大会　鳴尾ゴルフ倶楽部　3位 関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　西コース優勝

関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　東コース優勝 関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部　3位

関西B大会　ABCゴルフ倶楽部 2位 関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ　優勝

中部大会　桑名カントリー倶楽部　優勝 関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　西コース3位

2010年全日本決勝　2位 九州大会　若松ゴルフ倶楽部　優勝

九州大会　若松ゴルフ倶楽部　 関西B大会　ABCゴルフ倶楽部

関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ 関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部

関東B大会　大洗ゴルフ倶楽部 関西A大会　鳴尾ゴルフ倶楽部

関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部 関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　西コース

関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ 関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　東コース

中部大会　桑名カントリー倶楽部 関西B大会　ABCゴルフ倶楽部

関西B大会　ABCゴルフ倶楽部 関西A大会　鳴尾ゴルフ倶楽部

中部大会　桑名カントリー倶楽部 関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部

関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部 関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　西コース

関東B大会　大洗ゴルフ倶楽部 関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ

関西B大会　ABCゴルフ倶楽部 関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ

関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ 九州大会　若松ゴルフ倶楽部　

関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ　2位 関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　東コース3位

北海道大会　札幌ゴルフ倶楽部　2位 関東B大会　大洗ゴルフ倶楽部　3位

関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　西コース2位 関西B大会　ABCゴルフ倶楽部 優勝

関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部　2位 2010年全日本決勝　3位

関東B大会　大洗ゴルフ倶楽部　2位 関西A大会　鳴尾ゴルフ倶楽部　優勝

2010年全日本決勝　優勝 北海道大会　札幌ゴルフ倶楽部

関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部 関東B大会　大洗ゴルフ倶楽部

関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　東コース2位 2009年全日本決勝　優勝

9:22

関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部 中部大会　桑名カントリー倶楽部

関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ　3位 関西B大会　ABCゴルフ倶楽部

関東B大会　大洗ゴルフ倶楽部 関西A大会　鳴尾ゴルフ倶楽部

関東C大会　狭山ゴルフ・クラブ　東コース 関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部

関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ
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関西A大会　鳴尾ゴルフ倶楽部
1

関西B大会　ABCゴルフ倶楽部

九州大会　若松ゴルフ倶楽部　 関東A大会　宍戸ヒルズカントリークラブ

《 ＯＵＴ 》 《ＩＮ》

平成23年9月30日（金）
片山津ゴルフ倶楽部／白山コース
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関西A大会　鳴尾ゴルフ倶楽部 関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部 関東D大会　鳴沢ゴルフ倶楽部 関西B大会　ABCゴルフ倶楽部

2011/9/20  16:05


