
開催日： 参加倶楽部数： 19

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6161yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6654yards Par72 各クラス上位2名、計4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

大川 厚志 72 川﨑 邦朗 71

戸祭 豊彦 72 安田 周平 71

1位 298 2位 302
鈴木 正一郎 74 (40,34) 尾崎 幸一郎 81 (39,42)

大木 敏夫 80 (40,40) 西川 良美 82 (41,41)

竹花 英文 78 (38,40) 河内 喜文 74 (38,36)

川﨑 邦朗 71 (35,36) 木名瀬 和重 72 (38,34)

中山 和昭 81 (41,40) 檜山 太一 75 (37,38)

近藤 惇朗 75 (37,38) 三輪野 竜一郎 87 (42,45)

3位 303 4位 303
大川 厚志 72 (36,36) 笠嶋 実 87 (46,41)

松本 宏和 80 (39,41) 田口 操 84 (42,42)

渡辺 和行 80 (38,42) 児玉 浩明 73 (36,37)

木村 仁 73 (36,37) 阿部 誠 84 (41,43)

市村 正義 78 (42,36) 安田 周平 71 (37,34)

塩出 輝雄 82 (41,41) 鈴木 良太 75 (36,39)

5位 308 6位 308
林 三郎 79 (38,41) 中田 辰悟 74 (37,37)

富田 文雄 78 (40,38) 遠藤 拓男 74 (36,38)

相馬 聡夫 75 (37,38) 斎藤 広巳 79 (40,39)

澤田 信弘 76 (38,38) 堀切 郁夫 80 (41,39)

岩橋 正治 85 (47,38) 加瀬 博章 80 (43,37)

磯山 喜一 79 (40,39) 井上 貴一朗 90 (48,42)

7位 313 8位 314
寺田 智 76 (42,34) 斎藤 太津規 82 (42,40)

海老原 克守 77 (39,38) 茶園 基史 78 (38,40)

伊豆丸 暢 77 (38,39) 村上 拓也 80 (41,39)

幸田 恭典 80 (39,41) 金野 竜之介 86 (40,46)

山田 英憲 84 (45,39) 稲村 隆浩 75 (38,37)

福島 哲司 80 (40,40) 謝 偉馨 81 (41,40)

9位 315 10位 317
細谷 和敏 80 (38,42) 戸祭 豊彦 72 (34,38)

田村 多賀男 78 (41,37) 阿部 明 83 (44,39)

黒沼 秀樹 88 (44,44) 田中 実 88 (41,47)

今泉 潤一 78 (41,37) 吉成 真人 83 (45,38)

野口 雅史 79 (39,40) 亥飼 光生 81 (44,37)

持留 健一 85 (42,43) 赤須 哲也 81 (41,40)

11位 318 12位 319
森川 和幸 74 (36,38) 寺崎 夏樹 86 (45,41)

仙波 善典 84 (42,42) 市原 澄彦 79 (40,39)

長谷川 克己 77 (38,39) 山菅 利彦 84 (40,44)

小林 清 83 (42,41) 清水 隆史 84 (41,43)

福田 大介 95 (48,47) 窪田 恵介 82 (40,42)

藤田 謙一 84 (46,38) 勝田 兵吉 74 (38,36)

水戸・ゴルフ・クラブ龍ヶ崎カントリー倶楽部

茨城ゴルフ倶楽部 大利根カントリークラブ

玉造ゴルフ倶楽部 セントラルゴルフクラブ麻生コース

ニッソーカントリークラブ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ

かすみがうらゴルフクラブ 日立ゴルフクラブ

岩瀬桜川カントリークラブ イーグルポイントゴルフクラブ

2021年関東倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

(玉造)

(日立)

日立ゴルフクラブ

5月19日(水)

(龍ヶ崎)

(セントラル・麻生)



2021年関東倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

13位 319 14位 325
盛永 哲也 78 (38,40) 水池 祐 80 (43,37)

飯村 和之 87 (44,43) 大久保 勇 84 (44,40)

鈴木 研 75 (43,32) 杉崎 久實 86 (43,43)

松下 哲也 79 (42,37) 森田 佳和 86 (45,41)

清水 睦夫 88 (44,44) 渡邉 真 79 (45,34)

三浦 正治 87 (46,41) 長野 智之 82 (41,41)

15位 325 16位 330
後藤 正弘 76 (38,38) 白坂 元昭 84 (41,43)

青木 秀樹 76 (36,40) 髙橋 薫 82 (42,40)

中村 盛司 83 (44,39) 橋本 要 84 (41,43)

加藤 倫康 82 (43,39) 馬飼野 浩之 82 (41,41)

山本 寛 91 (49,42) 今井 悟 82 (42,40)

内田 司 92 (48,44) 金澤 信和 84 (42,42)

17位 330 18位 331
笹原 康司 75 (37,38) 島本 裕之 83 (43,40)

黒澤 登美夫 88 (45,43) 海老原 昇 85 (42,43)

煙山 弘 89 (46,43) 山本 博英 82 (41,41)

中山 守 81 (42,39) 小柳 拓也 81 (37,44)

松本 敏明 86 (42,44) 植原 大作 85 (46,39)

宮﨑 仁知 92 (48,44) 片岡 正雄 88 (47,41)

19位 332
吉村 明朗 83 (43,40)

髙橋 利則 94 (44,50)

山岡 豊 88 (44,44)

小野寺 博幸 81 (42,39)

藤田 正義 80 (41,39)

伊藤 悦孝 93 (49,44)

スプリングフィルズゴルフクラブ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎

取手桜が丘ゴルフクラブ フレンドシップカントリークラブ

取手国際ゴルフクラブ金砂郷カントリークラブ

桂ヶ丘カントリークラブ


