
開催日： 参加倶楽部数： 24

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6598yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス2名出場

Bクラス：6988yards Par72

ベストスコア賞：Aクラス ベストスコア賞：Bクラス

中田 克美 73 スラサク ラッタナン 71

堀 徹 73 百瀬 将道 71

茅野 弘喜 71

1位 308 2位 310
縄田 安孝 77 (37,40) 片瀬 博幸 77 (39,38)
伊藤 啓二 77 (38,39) 百瀬 記行 79 (41,38)
笠原 健司 85 (41,44) 狩野 眞 81 (43,38)
上條 五大 72 (35,37) 種山 次郎 83 (40,43)
横澤 真吾 82 (40,42) 百瀬 将道 71 (37,34)

3位 312 4位 313
藤澤 薫 77 (40,37) 呉本 逹天 80 (41,39)
松本 勝治 81 (41,40) 清水 宗一 77 (40,37)
道端 孝次 76 (38,38) 中澤 義房 83 (45,38)
茂野 宗 81 (43,38) 中川 耕一 82 (43,39)
倉科 一則 78 (39,39) 宮島 一馬 74 (37,37)

5位 315 6位 316
城田 健一 88 (45,43) 佐藤 俊明 79 (41,38)
座光寺 透 81 (44,37) 笠井 裕一 77 (42,35)
呉本 公太 86 (41,45) 林 浩良 80 (42,38)
小林 浩之 77 (40,37) 日置 透 80 (39,41)
茅野 弘喜 71 (38,33) 滝澤 直幸 80 (41,39)

7位 316 8位 317
伊藤 丈晴 88 (48,40) 小山 宏充 80 (42,38)
牛山 龍八 87 (44,43) 伊藤 雅章 80 (40,40)
中田 克美 73 (35,38) 吉越 修 86 (42,44)
三宅 悠斗 81 (41,40) 広田 文雄 77 (39,38)
伊藤 保秀 75 (36,39) 大口 卓 80 (40,40)

9位 317 10位 319
森沢 雄次 86 (44,42) 遠山 一行 79 (40,39)
川合 文男 87 (41,46) 高橋 理 81 (43,38)
今井 博之 80 (42,38) 小林 博司 84 (45,39)
井上 昌樹 74 (37,37) 山本 康司 88 (42,46)
田中 孝幸 77 (37,40) スラサク ラッタナン 71 (39,32)

11位 321 12位 321
中山 敏夫 80 (42,38) 朝川 正男 79 (38,41)
一之瀬 方賛 81 (40,41) 小金澤 稔 79 (37,42)
堀 徹 73 (36,37) 竹内 信也 83 (40,43)
山浦 雅彦 84 (42,42) 東方 貴之 81 (41,40)
城下 純一 84 (41,43) 野﨑 寿之 82 (40,42)

松本カントリークラブ穂高カントリークラブ

2021年関東倶楽部対抗長野会場予選競技

(中央道晴ヶ峰)

(上田丸子グランヴィリオ)

松本カントリークラブ

5月20日(木)

(豊科)

(松本)

(諏訪湖)

Aクラス上位2名、Bクラス2名の合計スコア

上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 大浅間ゴルフクラブ

長野カントリークラブ

立科ゴルフ倶楽部 豊科カントリー倶楽部

諏訪レイクヒルカントリークラブ 塩嶺カントリークラブ

諏訪湖カントリークラブ

中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部

南長野ゴルフ倶楽部



2021年関東倶楽部対抗長野会場予選競技

13位 324 14位 324
飯島 善光 83 (41,42) 箕輪 康男 83 (43,40)
加藤 元次 86 (44,42) 近藤 基明 83 (45,38)
髙山 佳幸 84 (44,40) 井出 啓男 106 (52,54)
加藤 昌孝 81 (44,37) 高橋 昌也 80 (40,40)
井田 勇太 76 (37,39) 樋口 和真 78 (37,41)

15位 326 16位 326
米山 政幸 77 (40,37) 赤池 良二 79 (40,39)
藤巻 好實 85 (43,42) 大井 幸雄 84 (43,41)
増田 博 76 (40,36) 中村 大三 88 (45,43)
向井 知巳 89 (49,40) 宮澤 博一 84 (43,41)
小山 治秀 84 (40,44) 中沢 隆文 79 (39,40)

17位 331 18位 332
北村 慶一 81 (41,40) 山田 修一 77 (38,39)
佐藤 隆男 82 (42,40) 冨田 茂雄 82 (39,43)
丸田 泰 90 (46,44) 丸山 浩 87 (43,44)
山岸 靖幸 79 (40,39) 戸谷 彰文 86 (44,42)
朝場 健至 89 (45,44) 田中 功一 87 (44,43)

19位 334 20位 335
金子 理 83 (42,41) 野黒 章 83 (40,43)
服部 哲 88 (46,42) 宮川 剛 87 (47,40)
佐藤 誠 87 (45,42) 津端 正廣 85 (44,41)
石井 貴大 85 (41,44) 加藤 孝一 86 (44,42)
佐々木 亨 79 (40,39) 原田 守也 81 (40,41)

21位 336 22位 337
両角 太一 88 (45,43) 藤川 光男 81 (42,39)
両角 力 79 (40,39) 矢口 裕市 86 (44,42)
中井 茂 87 (43,44) 白木 明 86 (44,42)
竹澤 功泰 77 (39,38) 仁科 仁 84 (38,46)
長田 元 93 (46,47) 川澄 豊 86 (45,41)

23位 337 24位 342
栁沢 哲 89 (44,45) 武井 繁剛 93 (47,46)
栁澤 義直 80 (41,39) 山下 政宏 83 (42,41)
森角 聡 80 (38,42) 高橋 淳 81 (40,41)
塩川 源太郎 87 (45,42) 笹井 明信 89 (44,45)
篠原 美水 90 (42,48) 本田 彰宏 89 (47,42)

あづみ野カントリークラブ

松本浅間カントリークラブ 千曲高原カントリークラブ

長野国際カントリークラブ

川中嶋カントリークラブ

サニーカントリークラブ

グランディ軽井沢ゴルフクラブ 上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部

信濃ゴルフ倶楽部

三井の森蓼科ゴルフ倶楽部

望月カントリークラブ望月東急ゴルフクラブ


