
開催日： 参加倶楽部数： 20

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6331yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6751yards 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

佐藤 賢二 75 小倉 龍 74

工藤 啓介 74

1位 302 2位 313
茂野 進司 80 (40,40) 白坂 元昭 77 (39,38)
大嵜 哲也 78 (40,38) 髙橋 薫 86 (39,47)
伊藤 司 76 (39,37) 橋本 要 81 (43,38)
小倉 龍 74 (38,36) 八木 勇乃輔 79 (40,39)
相内 俊彦 81 (42,39) 馬飼野 浩之 76 (37,39)
工藤 啓介 74 (37,37) 梅原 和典 82 (41,41)

3位 313 4位 317
加園 浩 80 (39,41) 小澤 喜宏 83 (42,41)
進藤 祥史 76 (39,37) 山田 英憲 77 (38,39)
伊藤 耕治 79 (41,38) 寺田 智 80 (42,38)
平岡 和彦 83 (39,44) 海老原 克守 78 (38,40)
齋藤 徳之 80 (41,39) 才津 博昭 85 (41,44)
金澤 徹 78 (39,39) 寺田 美登志 82 (41,41)

5位 318 6位 319
倉嶋 和之 79 (36,43) 林田 道弘 85 (44,41)
武藤 和久 76 (38,38) 邨山 努 89 (46,43)
中村 哲也 84 (44,40) 遠藤 克人 76 (39,37)
小林 宏至 81 (36,45) 齋藤 和彦 75 (37,38)
千葉 実 82 (41,41) 小坂 圭司 84 (43,41)
中村 元紀 83 (43,40) 髙久 秀人 83 (42,41)

7位 319 8位 320
宇田川 光男 82 (43,39) 横江 和幸 80 (42,38)
鯨井 章 79 (39,40) 高橋 誠二 81 (42,39)
渥美 晴敏 84 (42,42) 松崎 晴雄 87 (45,42)
中島 道宣 77 (36,41) 森下 公則 82 (41,41)
陶 章司 81 (41,40) 藤井 幸博 77 (39,38)
森本 睦久 85 (44,41) 澤田 豪 84 (43,41)

9位 323 10位 323
谷沢 正一 78 (40,38) 佐藤 賢二 75 (38,37)
佐藤 秀彰 84 (43,41) 大貫 啓人 85 (42,43)
山崎 一雄 85 (40,45) 五十嵐 貴雄 88 (43,45)
増渕 努 80 (39,41) 亥飼 光生 78 (39,39)
藤井 大介 81 (42,39) 田所 憲司 85 (43,42)
金子 剛 81 (40,41) 吉成 真人 85 (43,42)

11位 323 12位 325
山口 公司 78 (37,41) 冨田 久三 83 (43,40)
花﨑 勝彦 81 (36,45) 迫間 幸介 88 (45,43)
水谷 利之 90 (50,40) 青山 実 83 (46,37)
鈴木 豪 79 (41,38) 井上 浩輔 82 (43,39)
恒松 和仁 88 (45,43) 佐々木 謙彦 77 (40,37)
渋井 寛行 85 (42,43) 礒﨑 雄司 87 (46,41)

ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎セントラルゴルフクラブ

霞南ゴルフ倶楽部 JGMやさと石岡ゴルフクラブ

扶桑カントリー倶楽部 ニッソーカントリークラブ

常陽カントリー倶楽部 江戸崎カントリー倶楽部

桜ゴルフ倶楽部 日立ゴルフクラブ

美浦ゴルフ倶楽部 静ヒルズカントリークラブ

2022年関東倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

(日立)

美浦ゴルフ倶楽部

5月17日(火)

(セントラル)

(セントラル)



2022年関東倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

13位 329 14位 330
吉村 明朗 83 (47,36) 逆井 英雄 79 (42,37)
井坂 伸次 76 (37,39) 砂口 英二 85 (43,42)
山岡 豊 81 (42,39) 滝沢 愼 95 (49,46)
小野寺 博幸 89 (43,46) 菅野 智次郎 84 (41,43)
藤田 正義 83 (42,41) 菅原 学 82 (39,43)
飛田 剛志 91 (41,50) 菅原 竜一郎 91 (45,46)

15位 333 16位 334
小松澤 栄 87 (41,46) 土子 常夫 88 (45,43)
岡田 謙二 83 (43,40) 福田 善久 80 (39,41)
今田 善和 87 (46,41) 倉田 正良 86 (43,43)
一瀬 貴志 80 (36,44) 土井 一宏 85 (46,39)
花島 尉之 87 (45,42) 大圖 英明 85 (43,42)
岡本 力 83 (40,43) 増子 敬 83 (42,41)

17位 334 18位 336
林 雄三 89 (42,47) 櫨山 陶一 92 (46,46)
皆川 靖夫 83 (43,40) 大輪 公一 83 (41,42)
平本 行 85 (42,43) 田口 操 83 (42,41)
宇梶 一 81 (40,41) 笠嶋 実 85 (42,43)
小林 和美 95 (45,50) 門田 孝一 87 (41,46)
平野 昌浩 85 (43,42) 松下 浩昭 85 (44,41)

19位 338 20位 350
山﨑 正行 83 (42,41) 松下 哲也 88 (42,46)
大堂 昇 83 (45,38) 宗像 裕之 85 (46,39)
吉井 幸栄 94 (44,50) 鈴木 研 82 (43,39)
鈴木 勇喜 88 (44,44) 倉本 泰久 92 (46,46)
武本 賢太郎 85 (46,39) 三浦 正治 96 (48,48)
竹田 稔 87 (45,42) 安藤 広茂 91 (43,48)

阿見ゴルフクラブ 白帆カントリークラブ

桂ヶ丘カントリークラブ 猿島カントリー倶楽部

セントラルゴルフクラブ 麻生コースダイヤグリーン倶楽部

ザ・インペリアルカントリークラブ 取手桜が丘ゴルフクラブ


