
第11回　首都圏対抗ゴルフ選手権大会　団体集計
2018.7.20　　於：平川カントリークラブ

木名瀬　和重 73 鶴田　貴也 76 亀井　隆 71 関澤　誠 76 吹野　耕一 76 鈴木　貴士 79 水上　晃男 71

太田　智喜 72 進藤　巧 77 藤井　隆之 79 田中　俊行 *84 本庄　政哉 82 後藤　貴浩 71 坂輪　成章 73

鈴木　清隆 73 竹原　洋行 72 井川　智一郎 82 金井　篤司 75 竹石　要佑 73 佐藤　順 76 神保　操 73

中野　秀昭 76 柳澤　信吾 74 尾崎　勉 79 小川　文平 77 勝田　兵吉 75 半田　裕一 78 杉山　稔 70

舘　英樹 69 風間　智行 *83 羽石　有宜 87 斉藤　友直 79 小野　竜彦 73 石川　浩己 81 毛利　基文 73

瀬谷　真大 *90 石井　慎一 *88 福富　祥倫 72 木村　健太郎 75 田中　良博 77 高野　聡 79 小寺　聡司 *82

中野　正義 77 窪田　一樹 75 中村　正男 *91 岡田　貴弘 78 黒田　隆雅 79 船越　秀人 77 増田　秀仁 80

渡部　智仁 75 小原　淳 76 星野　博 84 金田　崇宏 74 三上　哲人 80 張田　巧 81 渡部　美和 74

小松崎　卓 *89 金子　光規 66 萩原　裕文 84 館浦　圭 *80 長谷川　主一 83 渡辺　幹根 75 奥田　堅太郎 75

金澤　雅之 81 松田　永基 77 田中　友也 87 船橋　数晃 77 関本　勝 81 中三川　勝弘 79 田村　一美 78

大澤　信行 85 飯塚　裕一 78 松本　博史 欠 高橋　薫 77 澤井　達矢 *88 阿久津　大輔 *87 日暮　浩之 81

池田　武志 80 鈴木　優也 74 阿部　政則 81 高橋　一誠 73 吉田　文雄 *84 古川　和義 *85 倉島　保一 *84

小計 761 小計 745 小計 806 小計 761 小計 779 小計 776 小計 748

木村　利治 68 秋元　嘉夫 81 梅澤　吉朗 *86 神戸　誠 72 田代　猛 77 櫻井　敦 78 嶋野　菊治 70

篠原　智 83 丹野　富壽 *85 岡田　睦広 77 土屋　健次 82 鈴木　隆之 74 歌川　康広 82 石原　紀一 81

永田　昭二 79 坪井　浩一 79 杉木　邦夫 85 西田　哲三 74 大神田　充 *88 野口　政夫 77 村田　達勇 80

福田　正明 *83 光山　富夫 76 佐藤　友久 78 小沼　金一 *83 露木　実 71 平山　圭三 *85 豊田　弘司 *82

小計 230 小計 236 小計 240 小計 228 小計 222 小計 237 小計 231

高橋　黎子 77 塩田　美樹子 70 久保田　文子 78 松山　奈津江 76 内山　汐里 73 角田　里子 *83 篠塚　美幸 70

入江　亜衣 78 田中　慈子 83 小池　晶代 *90 小島　知加世 76 金井　佳代 78 北原　綾子 82 平田　悦子 82

神原　沙希 82 倉田　夕子 79 呉　鍾淑 86 小川　志緒 82 宮　美佳 *80 鈴木　郁子 79 山口　久美 80

阿久津　浩子 *90 田谷　千秋 *83 阿部　香織 85 猪野　智子 *87 細田　有里 75 上野　千鶴 75 香取　敦子 *89

小計 237 小計 232 小計 249 小計 234 小計 226 小計 236 小計 232

合計 1,228 合計 1,213 合計 1,295 合計 1,223 合計 1,227 合計 1,249 合計 1,211

団体順位 5 団体順位 2 団体順位 7 団体順位 3 団体順位 4 団体順位 6 団体順位 1
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