
開催日： 参加倶楽部数： 16

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6348yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス3名出場

Bクラス：6708yards Par72

ベストスコア賞：Aクラス ベストスコア賞：Bクラス

手塚 芳行 68 横須賀 可典 69

1位 361 2位 382
大垣 春男 73 (36,37) 和光 利一 77 (36,41)
手塚 芳行 68 (36,32) 仲島 陽一 83 (41,42)
市村 宗衛 77 (38,39) 長江 健市 77 (37,40)
島田 敏明 83 (41,42) 大島 洋司 78 (37,41)
横須賀 可典 69 (33,36) 張田 巧 77 (38,39)
高波 真司 74 (37,37) 後藤 貴浩 73 (36,37)
古谷野 光雄 80 (39,41) 平野 邦広 80 (42,38)

3位 382 4位 382
浅野 和樹 76 (40,36) 添田 克彦 75 (38,37)
西田 哲三 73 (36,37) 高橋 久雄 79 (39,40)
奥山 正 85 (44,41) 中田 俊雄 76 (39,37)
遠山 光男 80 (39,41) 斎藤 広 80 (42,38)
梶谷 卓矢 78 (39,39) テーラー リィンデンション 73 (35,38)
高橋 和人 81 (41,40) 田所 靖浩 79 (39,40)
松本 光央 75 (40,35) 吉永 昌史 84 (41,43)

5位 389 6位 393
山田 一成 74 (37,37) 関口 俊一 78 (36,42)
矢口 敏男 82 (39,43) 加藤 明夫 80 (38,42)
山口 正浩 81 (41,40) 白石 忠信 83 (41,42)
長谷川 仁 84 (40,44) 岡安 孝治 86 (43,43)
宮崎 星冬 75 (39,36) 大谷 日出雄 76 (37,39)
花井 祐司 77 (37,40) 瀬口 卓 76 (39,37)
高嶋 明彦 90 (43,47) 竹之内 秀一 81 (41,40)

7位 395 8位 396
山崎 唯普 76 (39,37) 相澤 久之 77 (36,41)
神山 猛 89 (44,45) 新井 道夫 84 (43,41)
大川 敏夫 84 (40,44) 小倉 隆始 87 (45,42)
佐藤 至 80 (37,43) 佐藤 友久 81 (40,41)
斉藤 和範 74 (36,38) 亀井 隆 74 (35,39)
石井 昭浩 83 (42,41) 遠藤 仁史 83 (41,42)
早坂 孝己 81 (41,40) 前田 周児 80 (39,41)

9位 397 10位 400
菊名 浩行 79 (40,39) 松岡 修三 76 (35,41)
和泉 久志 86 (39,47) 松本 千文 87 (41,46)
湊 弘充 82 (41,41) 檜山 操 84 (42,42)
永井 正行 84 (42,42) 中上 秀樹 85 (44,41)
行徳 健洋 75 (38,37) 飯山 敏弘 77 (36,41)
田口 敦 77 (38,39) 田島 裕之 78 (38,40)
杉本 悠貴 87 (45,42) 須田 雄一郎 83 (42,41)

11位 405 12位 411
滝澤 直純 83 (40,43) 金子 博幸 81 (37,44)
福島 豊 84 (45,39) 川島 喜一 90 (47,43)
早津 泰人 87 (44,43) 阿部 和夫 91 (44,47)
小林 令二 82 (42,40) 池田 広三 81 (42,39)
唐木澤 明 81 (40,41) 島田 賢一 77 (39,38)
石渡 修 75 (36,39) 勝俣 彰夫 82 (39,43)
木村 光芳 81 (41,40) 有坂 庄一 85 (41,44)

矢板カントリークラブ希望丘カントリークラブ

2021年関東倶楽部対抗栃木第2会場予選競技

(希望丘)

鹿沼プレミアゴルフ倶楽部

5月19日(水)

(希望丘)

Aクラス上位3名、Bクラス上位2名の合計スコア

喜連川カントリー倶楽部 メイフラワーゴルフクラブ

唐沢ゴルフ倶楽部

東松苑ゴルフ倶楽部 千成ゴルフクラブ

鷹ゴルフ倶楽部 烏山城カントリークラブ

鹿沼プレミアゴルフ倶楽部

皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース

大平台カントリークラブ



2021年関東倶楽部対抗栃木第2会場予選競技

13位 416 14位 418
羽川 修市 89 (43,46) 中村 一美 82 (40,42)
橋本 伊佐男 83 (42,41) 滝田 章 99 (52,47)
白川 定樹 81 (40,41) 政岡 孝明 88 (44,44)
山田 隆弘 86 (40,46) 成 楽英 91 (48,43)
日下部 雅人 84 (44,40) 鎌田 栄一 73 (38,35)
金子 稔幸 89 (42,47) 伊藤 竜也 88 (40,48)
笹森 大織 82 (40,42) 岡田 泰彦 84 (39,45)

15位 426 失格
山崎 道孝 86 (42,44) 小野田 吉一
笠井 昌孝 80 (43,37) 森 健
加藤 道雄 86 (44,42) 佐藤 壽男
中村 智春 93 (47,46) 潮 好章
山下 勝弘 86 (42,44) 安田 晃一
杉野 智久 88 (41,47) 小島 伸和
光岡 敏和 92 (42,50) 大岩 雄一

鶴カントリー倶楽部 南栃木ゴルフ倶楽部

足利城ゴルフ倶楽部 杉ノ郷カントリークラブ


