
開催日： 参加倶楽部数： 14

会場： 通過倶楽部数： 1

Aクラス：6574yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス4名出場

Bクラス：6706yards 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

上野 雅之 76 金子 光規 70

1位 475 2位 477
阿部 俊幸 80 (40,40) 柳澤 達哉 81 (41,40)

山ノ上 利充 79 (39,40) 岡本 聡 77 (41,36)

西田 俊哉 83 (41,42) 小林 隆行 83 (40,43)

加藤 明弘 78 (40,38) 工藤 隆司 88 (45,43)

石橋 良一也 81 (41,40) 金子 光規 70 (36,34)

松並 良 78 (38,40) 森 健太郎 80 (39,41)

永田 亮 83 (42,41) 酒匂 洋治 86 (41,45)

常山 洋佑 79 (38,41) 廣瀬 裕 86 (42,44)

3位 479 4位 485
小笠原 和之 83 (44,39) 上野 雅之 76 (38,38)

遊佐 正樹 80 (40,40) 山本 二朗 78 (41,37)

弘中 孝典 88 (47,41) 武藤 永男 83 (39,44)

長田 啓二 80 (41,39) 高安 博之 83 (41,42)

屋代 亮 76 (40,36) 原 伸行 83 (39,44)

江口 議晃 84 (42,42) 平本 達哉 83 (42,41)

籠手田 安朗 76 (38,38) 井上 雅彦 82 (39,43)

花田 洋一 90 (45,45) 小島 茂 87 (45,42)

5位 485 6位 486
早川 和雄 81 (39,42) 秋元 省二 78 (40,38)

鬼頭 謙治 81 (40,41) 佐川 悟 82 (44,38)

上中 康則 85 (40,45) 平戸 進二 86 (41,45)

橋爪 健太郎 89 (46,43) 北村 勇次 82 (40,42)

武藏 圭太 77 (38,39) 臼井 正人 79 (39,40)

杉山 倫久 78 (39,39) 松田 永浩 81 (40,41)

野村 卓洋 83 (39,44) 伊藤 武宏 84 (44,40)

保住 朋之 89 (44,45) 中村 修一 86 (46,40)

7位 491 8位 496
森下 裕司 84 (41,43) 小栗 健嗣 83 (42,41)

上條 治義 83 (42,41) 長嶋 実 83 (41,42)

佐々木 雅朗 80 (44,36) 橋本 光雄 83 (44,39)

石井 英俊 86 (45,41) 笹田 照至 81 (39,42)

後藤 建 81 (41,40) 吉田 裕紀 81 (44,37)

深澤 佑介 82 (38,44) 怒谷 直志 86 (42,44)

栗本 啓二 81 (38,43) 森 誠司 89 (45,44)

古家 信之 92 (45,47) 海老澤 唯 82 (43,39)

9位 496 10位 505
中原 正人 79 (39,40) 石井 卓昌 77 (38,39)

渡辺 治人 84 (40,44) 鈴木 秀雄 87 (46,41)

村上 幸次 91 (41,50) 今井 千里 86 (44,42)

村上 好生 79 (39,40) 守屋 孝則 95 (47,48)

中里 匡良 85 (43,42) 菅原 稔 86 (42,44)

金子 宏治 89 (46,43) 榎本 雄文 86 (45,41)

駒井 洋之 85 (41,44) 守屋 克則 83 (44,39)

谷口 徹 84 (42,42) 横瀬 健 98 (47,51)

11位 506 12位 509
石井 弘幸 84 (40,44) 近藤 雅英 84 (42,42)

菊原 一夫 86 (41,45) 田中 義仁 87 (45,42)

望月 博文 86 (43,43) 佐々木 巧 87 (42,45)

遠藤 良幸 87 (47,40) 下田 倍夫 87 (43,44)

山口 恭誉 80 (40,40) 金井 俊輔 78 (37,41)

安部 征吾 86 (46,40) 清水 圭 86 (40,46)

吉田 欣司 84 (45,39) 別所 義人 87 (43,44)

美濃島 正康 87 (45,42) 岩佐 勇太郎 89 (46,43)

戸塚カントリー倶楽部秦野カントリークラブ

平塚富士見カントリークラブ 清川カントリークラブ

大厚木カントリークラブ 相模原ゴルフクラブ

神奈川カントリークラブ 鎌倉カントリークラブ

大相模カントリークラブ 中津川カントリークラブ

湯河原カンツリー倶楽部 相模湖カントリークラブ

2021年関東倶楽部対抗神奈川第1会場予選競技

(相模原)

平塚富士見カントリークラブ 平塚コース

5月17日(月)

(戸塚)



2021年関東倶楽部対抗神奈川第1会場予選競技

13位 509 14位 522
井上 信明 80 (40,40) 石井 孝一 86 (45,41)

榎本 善重 84 (42,42) 佐藤 信 90 (44,46)

廣澤 幹久 79 (43,36) 馬場 正徳 89 (45,44)

加藤 正基 89 (44,45) 安藤 正志 93 (44,49)

平田 芳治 89 (40,49) 大鷲 富雄 83 (42,41)

重山 勝 84 (41,43) 高田 剛 85 (40,45)

渡邉 富士雄 93 (43,50) 開嶋 宗基 93 (45,48)

神戸 敦 94 (46,48) 藤川 哲也 89 (45,44)

湘南シーサイドカントリー倶楽部 大秦野カントリークラブ


