
開催日： 参加倶楽部数： 19

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6403yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6809yards Par72 各クラス上位3名、計6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

小野瀬 弘記 70 木村 利治 71

市川 義勝 71

1位 447 2位 453
平澤 良雄 83 (39,44) 中村 守 75 (38,37)
尾崎 幸一郎 76 (35,41) 出山 泰弘 77 (36,41)
入野 康昭 76 (36,40) 宇留野 彰 75 (35,40)
金子 壽波留 77 (37,40) 大輪 広明 75 (35,40)
木名瀬 和重 73 (35,38) 木村 利治 71 (37,34)
河内 喜文 74 (37,37) 大澤 信行 79 (40,39)
関 昌一 82 (39,43) 渡辺 勝秀 80 (39,41)
市川 義勝 71 (35,36) 長谷川 竜一 78 (40,38)

3位 457 4位 457
辺見 和栄 78 (39,39) 小野瀬 弘記 70 (35,35)
大辻 孝司 79 (36,43) 大木 敏夫 77 (37,40)
會田 茂 89 (47,42) 鈴木 正一郎 76 (33,43)
大本 昌宏 77 (35,42) 野上 淳一 81 (37,44)
木村 和紀 78 (38,40) 川﨑 邦朗 74 (38,36)
青木 正一 74 (35,39) 近藤 惇朗 77 (38,39)
芹澤 陽二郎 72 (36,36) 加瀬 茂樹 87 (42,45)
高橋 和博 77 (36,41) 山田 浩之 83 (39,44)

5位 460 6位 461
逆井 英雄 76 (38,38) 荒井 眞一 72 (34,38)
鈴木 清治 71 (33,38) 青山 実 75 (36,39)
高柳 兵吾 83 (43,40) 菊池 功 94 (45,49)
山田 繁 78 (38,40) 花ヶ崎 一男 80 (41,39)
菅野 智次郎 76 (37,39) 冨田 久三 75 (39,36)
志村 哲 80 (40,40) 礒崎 雄司 78 (36,42)
青木 拓史 79 (38,41) 海野 洋一 81 (38,43)
滝沢 愼 83 (41,42) 迫間 幸介 81 (38,43)

7位 461 8位 467
島本 裕之 72 (34,38) 海老原 好央 77 (39,38)
浮ヶ谷 雅喜 76 (38,38) 髙野 健 80 (38,42)
海老原 昇 79 (40,39) 酒寄 浩 83 (40,43)
金子 正 86 (40,46) 成島 勲 72 (35,37)
小柳 拓也 75 (36,39) 染島 義明 78 (39,39)
興津 幸男 80 (41,39) 瀬谷 真大 73 (37,36)
德田 憲 79 (39,40) 飯島 勝徳 87 (47,40)
植松 基 82 (40,42) 関口 正浩 89 (42,47)

9位 467 10位 468
鯨井 章 77 (40,37) 柴田 衛 76 (36,40)
陶 章司 75 (39,36) 阿部 明 77 (37,40)
永岡 頼之 83 (42,41) 戸祭 豊彦 86 (45,41)
宇田川 光男 74 (38,36) 田中 実 73 (34,39)
土肥 幸児 84 (42,42) 佐藤 賢二 83 (40,43)
秋元 忠勝 77 (38,39) 田所 憲司 86 (42,44)
中島 道宣 80 (37,43) 亥飼 光生 84 (42,42)
土屋 隆智 91 (40,51) 吉成 真人 75 (36,39)

11位 474 12位 475
佐藤 隆一 81 (38,43) 宮木 義昌 82 (41,41)
森山 裕 83 (43,40) 森山 保豊 78 (39,39)
吉田 裕 77 (40,37) 忍田 徹夫 84 (41,43)
大久保 政行 83 (39,44) 田中 一男 79 (37,42)
柴田 博文 77 (37,40) 吉高神 佐俊 76 (36,40)
平田 信二 78 (39,39) 上本 正之 79 (34,45)
鈴木 昇 82 (38,44) 北方 慎治 82 (40,42)
成島 功 78 (39,39) 富岡 政男 81 (40,41)

2019年関東倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

(龍ヶ崎)

取手国際ゴルフクラブ　東コース

5月14日(火)

(水戸グリーン)

(水戸)

水戸グリーンカントリークラブ山方コース水戸・ゴルフ・クラブ

猿島カントリー倶楽部 静ヒルズカントリークラブ

宍戸ヒルズカントリークラブ 龍ヶ崎カントリー倶楽部

取手国際ゴルフクラブ つくばねカントリークラブ

常陽カントリー倶楽部 日立ゴルフクラブ

カントリークラブ・ザ・レイクス 栗橋國際カントリー倶楽部



2019年関東倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

13位 477 14位 481
松下 義晴 81 (42,39) 菊池 新平 77 (38,39)
市原 澄彦 83 (41,42) 志村 幹夫 73 (39,34)
堀江 茂 84 (40,44) 長野 雄一郎 80 (43,37)
山菅 利彦 78 (39,39) 辻本 太平 79 (38,41)
橋本 征道 77 (38,39) 紺谷 三大 83 (42,41)
窪田 恵介 86 (42,44) 水野 貴司 83 (43,40)
芝田 進弘 72 (34,38) 野上 義之 86 (40,46)
寺崎 夏樹 87 (40,47) 幡谷 仙秀 90 (46,44)

15位 482 16位 484
早水 保貴 76 (39,37) 田口 操 79 (39,40)
上野 通夫 80 (40,40) 大輪 公一 84 (42,42)
遠藤 亨 84 (43,41) 児玉 浩明 83 (34,49)
野竹 一彰 84 (38,46) 籾山 悦郎 87 (41,46)
宮本 秀亮 79 (37,42) 櫨山 陶一 86 (43,43)
佐藤 輝幸 84 (41,43) 笠嶋 実 88 (39,49)
吉田 良介 80 (39,41) 茂野 進司 72 (38,34)
津止 克明 83 (40,43) 阿部 誠 80 (38,42)

17位 485 18位 492
五十嵐 恭彦 76 (36,40) 山田 耕市 85 (42,43)
海老澤 大倫 85 (42,43) 鈴木 範夫 84 (43,41)
染野 光弘 84 (43,41) 山岡 文徳 80 (41,39)
加藤 良文 86 (45,41) 飯岡 茂男 82 (40,42)
大越 裕一 79 (38,41) 北川 剛 83 (40,43)
小松崎 卓 79 (40,39) 川村 剛央 83 (40,43)
鈴木 靖孝 82 (43,39) 高橋 雄平 80 (39,41)
山本 将史 92 (42,50) 平山 英雄 90 (48,42)

19位 507
山岡 豊 83 (43,40)
永田 浩二 85 (41,44)
望月 明男 81 (40,41)
髙橋 利則 87 (40,47)
五頭 利明 89 (48,41)
伊藤 悦孝 84 (42,42)
吉村 明朗 85 (45,40)
達城 基之 92 (43,49)

マナゴルフクラブ

桂ヶ丘カントリークラブ

ワンウェイゴルフクラブ

アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 セントラルゴルフクラブ麻生コース

イーグルポイントゴルフクラブ 大洗ゴルフ倶楽部


