
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6274yards Par72 競技方法： Aクラス4名、Bクラス3名出場

Bクラス：6524yards Par72

ベストスコア賞：Aクラス ベストスコア賞：Bクラス

長江 健市 70 河本 泰司 75

1位 377 2位 382
舟岡 誠 75 (37,38) 和光 利一 84 (44,40)
松村 茂 79 (37,42) 仲島 陽一 80 (40,40)
武田 幸雄 76 (39,37) 大島 洋司 77 (39,38)
八板 崇 75 (40,35) 長江 健市 70 (36,34)
瀧澤 雅人 77 (38,39) 張田 巧 79 (37,42)
篠原 三成 76 (39,37) 後藤 貴浩 78 (37,41)
河本 泰司 75 (38,37) 平野 邦広 77 (37,40)

3位 394 4位 399
山形 清作 83 (43,40) 広沢 伸吾 82 (39,43)
村山 周一 77 (37,40) 藤田 祐司 80 (39,41)
柏崎 啓 78 (37,41) 和泉 一夫 79 (40,39)
小木 久 80 (41,39) 橋本 和男 83 (42,41)
鴨志田 翼 78 (38,40) 村山 智輝 77 (38,39)
児矢野 政勝 81 (41,40) 藤平 康法 92 (48,44)
松本 和也 88 (42,46) 櫻井 太原 81 (40,41)

5位 401 6位 401
阿久津 英男 77 (36,41) 松島 登紀夫 84 (45,39)
矢口 敏男 83 (42,41) 相澤 久之 76 (38,38)
長谷川 仁 85 (42,43) 川島 美則 84 (45,39)
花井 祐司 83 (40,43) 小倉 隆始 88 (44,44)
府川 康 80 (40,40) 亀井 隆 78 (40,38)
高嶋 明彦 79 (42,37) 遠藤 仁史 79 (40,39)
渡邉 正樹 79 (41,38) 前田 周児 90 (42,48)

7位 402 8位 403
橋本 和一 76 (38,38) 毛塚 政実 78 (38,40)
国谷 賢吉 84 (41,43) 狩野 達男 83 (42,41)
矢吹 元良 80 (40,40) 榎本 隆司 85 (46,39)
小林 聡夫 81 (40,41) 小曾根 政由 79 (41,38)
野口 英一 89 (45,44) 中村 浩之助 83 (41,42)
小嶋 孝之 80 (40,40) 廣田 将長 85 (41,44)
染谷 功 85 (44,41) 内田 龍夫 80 (41,39)

9位 404 10位 407
布施 政勝 81 (42,39) 唐木澤 明 83 (45,38)
木村 厚 89 (43,46) 福島 豊 77 (38,39)
富田 昇 84 (42,42) 村壽 一斉 85 (43,42)
岡本 隆志 81 (42,39) 小林 令二 80 (39,41)
山田 俊明 82 (40,42) 木村 光芳 83 (42,41)
佐藤 健 76 (37,39) 滝澤 直純 91 (46,45)
永森 貴行 83 (43,40) 石渡 修 84 (44,40)

11位 408 12位 410
山口 勉 82 (41,41) 石島 英明 82 (41,41)
杉山 徹 75 (41,34) 江俣 信司 75 (38,37)
北山 茂男 86 (44,42) 渡部 充 89 (44,45)
小林 圭一 86 (43,43) 成田 裕幸 86 (45,41)
今泉 卓也 85 (44,41) 菅家 政博 79 (39,40)
若林 徹 80 (41,39) 津守 茂幸 88 (43,45)
鈴木 秀一 85 (46,39) 角尾 智司 92 (43,49)

鹿沼72カントリークラブ 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース

鹿沼プレミアゴルフ倶楽部

ゴールデンレイクスカントリークラブ

唐沢ゴルフ倶楽部

ラインヒルゴルフクラブ 東雲ゴルフクラブ

都賀カンツリー倶楽部

鹿沼カントリー倶楽部 喜連川カントリー倶楽部

2022年関東倶楽部対抗栃木第3会場予選競技

(矢板)

鶴カントリー倶楽部 中・西コース

5月17日(火)

(アローエース)

Aクラス上位3名、Bクラス上位2名の合計スコア

矢板カントリークラブアローエースゴルフクラブ



2022年関東倶楽部対抗栃木第3会場予選競技

13位 416 14位 417
平山 賢一 78 (40,38) 山下 幸一 90 (49,41)
荒井 義之 85 (42,43) 鈴木 悟 84 (41,43)
菊地 政行 83 (42,41) 片柳 正光 87 (42,45)
木村 貴男 94 (44,50) 大橋 稔 82 (38,44)
相馬 裕暢 85 (43,42) 羽鳥 聡 80 (41,39)
栁田 幹一 85 (44,41) 廣瀬 浩二 90 (47,43)
長瀬 敦也 87 (46,41) 石村 公彦 84 (43,41)

15位 423 16位 428
谷川 達裕 84 (39,45) 加藤 道雄 82 (40,42)
中村 一美 100 (47,53) 山崎 道孝 93 (45,48)
松尾 康司 84 (42,42) 笠井 昌孝 83 (40,43)
山本 髙男 80 (40,40) 石井 誠 87 (44,43)
岡田 泰彦 85 (40,45) 山下 勝弘 90 (43,47)
飯沼 歩 92 (50,42) 杉野 智久 88 (47,41)
伊藤 竜也 90 (44,46) 光岡 敏和 88 (48,40)

17位 429 18位 430
武内 健司 77 (40,37) 前田 礼太 92 (43,49)
前川 義文 84 (42,42) 須田 誠 80 (40,40)
小松 整洸 95 (45,50) 花岡 錦一郎 86 (45,41)
加藤 武雪 92 (45,47) 吉川 浩司 86 (42,44)
鈴木 悟 92 (44,48) 横倉 輝一 85 (42,43)
川出 正 95 (48,47) 坂東 徹行 93 (47,46)
前川 陽彦 84 (40,44) 生田 久貴 97 (53,44)

レイクランドカントリークラブ

ホウライカントリー倶楽部

那須ゴルフ倶楽部

栃木カントリークラブ

杉ノ郷カントリークラブ 鶴カントリー倶楽部


