
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6496yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス3名出場

Bクラス：6861yards Par72

ベストスコア賞：Aクラス ベストスコア賞：Bクラス

天川 主税 75 松本 光央 76

野口 政夫 75

1位 397 2位 401
神笠 健司 76 (37,39) 植木 俊宏 76 (36,40)
長沢 昌彦 82 (39,43) 本島 博久 82 (42,40)
北島 雅彦 89 (42,47) 野口 徹 82 (41,41)
天川 主税 75 (39,36) 橋本 茂樹 83 (40,43)
中山 貢 85 (43,42) 半田 昭博 84 (39,45)
金沢 太竜 84 (43,41) 細島 保秀 78 (42,36)
佐々木 恭太郎 80 (40,40) 松本 英司 83 (41,42)

3位 407 4位 407
宮川 実 80 (43,37) 戸祭 康夫 79 (38,41)
田中 実 88 (42,46) 手塚 幹雄 85 (44,41)
柳 修 80 (40,40) 与倉 博逸 84 (38,46)
舘野 正 89 (44,45) 高澤 信 91 (47,44)
中村 豊 79 (40,39) 斎藤 信一郎 82 (37,45)
高山 聡史 84 (44,40) 渡辺 幹根 77 (41,36)
進藤 武之 80 (40,40) 佐藤 健志 90 (43,47)

5位 407 6位 409
辻 四郎 82 (46,36) 井上 雄 78 (37,41)
野口 茂 82 (40,42) 佐藤 幸由 90 (45,45)
江連 秀樹 84 (39,45) 中井 和彦 85 (45,40)
秋元 真一 94 (50,44) 前田 智 87 (41,46)
藤城 拓也 79 (41,38) 相馬 義孝 79 (40,39)
高村 敏行 80 (39,41) 菊地 一郎 80 (39,41)
田嶋 英樹 90 (43,47) 橋本 和彦 82 (41,41)

7位 410 8位 415
浅野 和樹 87 (47,40) 伊藤 高太郎 86 (43,43)
野口 正和 85 (41,44) 白石 忠信 84 (41,43)
遠山 光男 84 (42,42) 加藤 明夫 79 (41,38)
奥山 正 89 (43,46) 岡安 孝治 85 (41,44)
梶谷 卓矢 78 (40,38) 竹之内 秀一 85 (42,43)
金川 基晴 82 (42,40) 森 一成 87 (44,43)
松本 光央 76 (39,37) 西埜 誠洋 82 (44,38)

9位 416 10位 419
山田 正 84 (44,40) 佐藤 則夫 84 (41,43)
稲生 悦男 81 (40,41) 持田 清之 89 (44,45)
木場 陽一 86 (43,43) 坂巻 雅彦 89 (44,45)
石黒 浩幸 88 (45,43) 新井 一之 79 (40,39)
大窪 幹夫 88 (44,44) 髙橋 英樹 83 (42,41)
本波 昌英 77 (36,41) 山下 剛 84 (44,40)
松本 泰明 92 (52,40) 山本 高明 94 (48,46)

11位 421 12位 426
遠藤 利也 85 (46,39) 手塚 高司 91 (46,45)
籠宮 敏治 90 (43,47) 大貫 敬司 83 (40,43)
藤井 恒雄 83 (44,39) 中村 稔 90 (47,43)
野口 政夫 75 (36,39) 梅山 哲矢 88 (43,45)
須藤 保志 88 (46,42) 鈴木 周吾 83 (40,43)
林部 愛彦 90 (48,42) 小峰 敬司 82 (43,39)
小宮 稔 104 (52,52) 濱野 大幸 89 (44,45)
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2022年　関東倶楽部対抗栃木第1会場予選競技

(サンヒルズ)

(佐野)

塩原カントリークラブ 南・北コース

5月19日(木)

(鷹)

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サンヒルズカントリークラブ



2022年　関東倶楽部対抗栃木第1会場予選競技

13位 427 14位 427
金子 博幸 88 (44,44) 森 健 83 (42,41)
阿部 和夫 84 (41,43) 桒原 孝之 88 (45,43)
池田 広三 85 (40,45) 五月女 利雄 94 (48,46)
小畑 健史 86 (44,42) 小野田 吉一 87 (42,45)
島田 賢一 86 (43,43) 潮 好章 88 (44,44)
勝俣 彰夫 89 (45,44) 小島 伸和 89 (44,45)
有坂 庄一 86 (44,42) 安田 晃一 81 (45,36)

15位 428 16位 428
菊名 浩行 88 (44,44) 高橋 充 88 (46,42)
坂内 義之 82 (39,43) 遠藤 斌 83 (43,40)
湊 弘充 86 (44,42) 石丸 誠司 91 (46,45)
前田 照利 88 (44,44) 磯崎 守良 92 (48,44)
杉本 悠貴 89 (41,48) 木村 裕 87 (45,42)
田口 敦 84 (43,41) 関口 隆之 79 (41,38)
野村 裕二 88 (43,45) 甲斐 誠司 96 (50,46)

17位 436 18位 440
諏訪 嘉男 90 (41,49) 大橋 一弘 87 (46,41)
関山 保夫 95 (47,48) 佐藤 智徳 99 (48,51)
中村 隆哉 88 (46,42) 桑名 伸明 99 (49,50)
中山 眞一郎 88 (42,46) 秋山 圭一郎 90 (42,48)
阿形 俊樹 86 (42,44) 長島 祥太郎 100 (51,49)
吉羽 克弘 84 (43,41) 村田 全功 83 (39,44)
大武 勤 91 (44,47) 野妻 浩二 81 (42,39)

城山カントリー倶楽部

メイフラワーゴルフクラブ

栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

南栃木ゴルフ倶楽部
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