
開催日： 参加倶楽部数： 16

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6556yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス3名出場

Bクラス：6881yards Par72

ベストスコア賞：Aクラス ベストスコア賞：Bクラス

野口 政夫 71 木下 輝洋 70

橋本 和男 71

1位 366 2位 380
中島 正春 75 (38,37) 本島 博久 74 (40,34)
藤田 祐司 73 (35,38) 野口 徹 76 (38,38)
和泉 一夫 74 (35,39) 細野 博隆 77 (40,37)
橋本 和男 71 (34,37) 橋本 茂樹 76 (34,42)
木下 輝洋 70 (33,37) 植木 俊宏 74 (37,37)
村山 智輝 85 (43,42) 町田 貴敏 80 (39,41)
神田 陽介 78 (38,40) 玉田 裕一 82 (43,39)

3位 381 4位 382
久保田 英樹 77 (40,37) 村山 周一 79 (42,37)
吉見 孝義 78 (38,40) 柏崎 啓 78 (39,39)
石川 順一 78 (39,39) 小木 久 76 (41,35)
岩井 武久 82 (38,44) 冨澤 寛史 87 (45,42)
鈴木 貴士 75 (37,38) 鴨志田 翼 78 (37,41)
稲沢 宏之 73 (37,36) 児矢野 政勝 74 (39,35)
篠江 一弘 82 (39,43) 坂本 光浩 75 (40,35)

5位 384 6位 389
山田 正 79 (39,40) 常盤 一美 82 (40,42)
稲生 悦男 75 (38,37) 薄井 富士雄 80 (44,36)
石黒 浩幸 82 (40,42) 大森 政男 83 (39,44)
木場 陽一 78 (40,38) 平山 圭三 77 (38,39)
谷嶋 佳広 75 (36,39) 本澤 篤 73 (38,35)
松本 泰明 80 (42,38) 高野 聡 77 (38,39)
本波 昌英 77 (37,40) 白河 英隆 89 (48,41)

7位 391 8位 391
毛塚 政実 78 (40,38) 秋元 真一 79 (40,39)
榎本 隆司 82 (39,43) 辻 四郎 82 (42,40)
矢作 勝明 84 (42,42) 古澤 章司 81 (40,41)
廣瀬 源太郎 79 (40,39) 稲葉 勝美 78 (37,41)
中村 浩之助 80 (41,39) 藤城 拓也 76 (37,39)
伊藤 匡悦 79 (37,42) 田嶋 英樹 86 (45,41)
杉崎 広正 73 (36,37) 高村 敏行 77 (37,40)

9位 394 10位 395
佐々木 龍二 82 (40,42) 滝沢 真澄 79 (40,39)
小野塚 則之 80 (39,41) 矢吹 元良 76 (36,40)
坂田 正文 81 (40,41) 小林 聡夫 81 (42,39)
赤坂 秀志 81 (39,42) 国谷 賢吉 89 (47,42)
君島 大樹 76 (37,39) 小嶋 孝之 79 (38,41)
八文字 正美 83 (42,41) 小林 直樹 82 (41,41)
赤坂 明 76 (35,41) 染谷 功 80 (41,39)

11位 396 12位 402
戸祭 康夫 77 (37,40) 市村 恵一 81 (40,41)
手塚 幹雄 81 (41,40) 大塚 俊男 78 (40,38)
与倉 博逸 84 (43,41) 渡邉 欣一郎 84 (46,38)
齋藤 幹夫 92 (51,41) 深澤 正輝 棄権

原 正晃 83 (41,42) 磯 昌宏 77 (37,40)
斎藤 信一郎 72 (35,37) 横塚 大吾 82 (42,40)
佐藤 健志 82 (40,42) 寺沢 将紀 84 (44,40)

大日向カントリー倶楽部 鹿沼72カントリークラブ

東ノ宮カントリークラブ

都賀カンツリー倶楽部

那須カントリークラブ

日光カンツリー倶楽部 宇都宮カンツリークラブ

ディアレイクカントリー倶楽部

サンレイクカントリークラブ ゴールデンレイクスカントリークラブ

2021年関東倶楽部対抗栃木第3会場予選競技

(佐野)

(皐月･佐野)

皆川城カントリークラブ

5月17日(月)

(皐月･佐野)

Aクラス上位3名、Bクラス上位2名の合計スコア

皆川城カントリークラブ皐月ゴルフ倶楽部佐野コース



2021年関東倶楽部対抗栃木第3会場予選競技

13位 405 14位 405
石島 英明 80 (40,40) 渋井 保夫 81 (42,39)
江俣 信司 80 (42,38) 籠宮 敏治 80 (41,39)
成田 裕幸 82 (42,40) 藤井 恒雄 87 (44,43)
林 芙左一 91 (43,48) 野口 政夫 71 (35,36)
津守 茂幸 82 (39,43) 遠藤 利也 86 (43,43)
松本 貴則 81 (41,40) 小宮 稔 93 (45,48)
塩野 剛 84 (43,41) 冨田 真弘 87 (41,46)

15位 414 16位 416
福田 文夫 80 (41,39) 井上 勇 85 (42,43)
大塚 正雄 85 (43,42) 大橋 稔 81 (42,39)
堤 忠一 86 (45,41) 鈴木 悟 86 (44,42)
小堀 松一郎 85 (46,39) 片柳 正光 79 (40,39)
小澤 秀章 81 (40,41) 羽鳥 聡 83 (45,38)
村上 真一 84 (44,40) 廣瀬 浩二 88 (45,43)
端 洋輝 83 (41,42) 石村 公彦 88 (43,45)

東雲ゴルフクラブ 佐野ゴルフクラブ

関東国際カントリークラブ 栃木カントリークラブ


