
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6165yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6196yards 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

平山 芳照 76 柴田 博文 72

1位 315 2位 318
大辻 孝司 81 (40,41) 平山 芳照 76 (39,37)
辺見 和栄 78 (40,38) 永田 昭二 81 (36,45)
長井 隆道 86 (43,43) 高橋 康之 83 (38,45)
村越 元彰 78 (41,37) 佐々木 章公 84 (42,42)
芹澤 陽二郎 78 (41,37) 溝井 献也 77 (40,37)
高橋 和博 78 (39,39) 中馬 秀興 84 (41,43)

3位 319 4位 319
村田 三郎 83 (42,41) 渡辺 勝秀 82 (41,41)
池谷 一憲 81 (41,40) 中村 守 79 (41,38)
伊藤 司 77 (36,41) 宇留野 彰 82 (43,39)
相内 俊彦 82 (42,40) 木村 利治 75 (38,37)
小倉 龍 79 (38,41) 矢口 敦士 85 (42,43)
中村 哲也 84 (45,39) 大澤 信行 83 (42,41)

5位 321 6位 321
関 秀勝 83 (44,39) 海老原 克守 83 (42,41)
染谷 文夫 87 (43,44) 伊豆丸 暢 83 (42,41)
松本 宏和 82 (40,42) 寺田 智 80 (43,37)
木村 仁 77 (41,36) 山田 英憲 85 (40,45)
塩出 輝雄 79 (39,40) 幸田 恭典 78 (38,40)
岡田 一夫 82 (38,44) 福島 哲司 80 (42,38)

7位 322 8位 323
大久保 政行 88 (45,43) 藤方 修三 81 (38,43)
吉田 裕 80 (40,40) 橋谷田 恵二 81 (42,39)
佐藤 隆一 88 (40,48) 大井 雅敏 83 (45,38)
柴田 博文 72 (36,36) 小川 健司 82 (40,42)
鈴木 昇 82 (41,41) 鈴木 真 79 (39,40)
湯沢 卓也 83 (41,42) 塚原 浩 84 (43,41)

9位 323 10位 324
中山 惣司 82 (43,39) 五十嵐 恭彦 78 (40,38)
西谷 正司 92 (53,39) 海老澤 大倫 89 (45,44)
金澤 正幸 79 (42,37) 染野 光弘 87 (46,41)
増子 敬 80 (38,42) 大越 裕一 74 (37,37)
土子 常夫 92 (47,45) 山本 将史 92 (51,41)
大圖 英明 82 (41,41) 大庄司 次彦 85 (43,42)

11位 328 12位 328
橋本 要 87 (43,44) 福島 順信 86 (46,40)
野口 信雄 88 (44,44) 松﨑 晴雄 87 (44,43)
髙橋 薫 81 (41,40) 貝盛 進 95 (47,48)
今井 悟 87 (41,46) 藤井 幸博 78 (37,41)
馬飼野 浩之 84 (44,40) 森下 公則 77 (38,39)
堀井 宣弘 76 (41,35) 髙橋 誠二 87 (42,45)

平成30年関東倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

(ノースショア)

桜の宮ゴルフ倶楽部　東・西コース

5月22日(火)

(ザ・レイクス)

ノースショアカントリークラブ宍戸ヒルズカントリークラブ

玉造ゴルフ倶楽部 ニッソーカントリークラブ

セントラルゴルフクラブ 水戸グリーンカントリークラブ山方コース

カントリークラブ・ザ・レイクス 霞台カントリークラブ

白帆カントリークラブ マナゴルフクラブ

ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 江戸崎カントリー倶楽部



平成30年関東倶楽部対抗茨城第2会場予選競技

13位 328 14位 332
早川 和善 87 (46,41) 平岡 成介 89 (48,41)
永田 浩二 80 (38,42) 山口 茂夫 87 (43,44)
伊藤 悦孝 87 (43,44) 山口 公司 78 (39,39)
吉村 明朗 92 (44,48) 水谷 利之 87 (43,44)
五頭 利明 85 (44,41) 海老原 賢 86 (42,44)
藤田 正義 76 (39,37) 生水 大輔 81 (44,37)

15位 332 16位 334
金子 陽三 87 (42,45) 神宮 義輝 90 (44,46)
小谷 正裕 81 (40,41) 森山 保豊 83 (41,42)
加藤 猛美 95 (49,46) 忍田 徹夫 88 (42,46)
安藤 滋 96 (49,47) 富岡 政男 79 (40,39)
和田 貴之 76 (35,41) 赤名 房徳 89 (46,43)
松川 清 88 (45,43) 吉高神 佐俊 84 (41,43)

17位 336 18位 336
本城 誠 88 (42,46) 岡田 謙二 91 (46,45)
平野 昌浩 85 (40,45) 由井 常道 83 (45,38)
田村 眞 90 (45,45) 今田 善和 90 (42,48)
山下 晃由 82 (43,39) 茂貫 太郎 81 (39,42)
小林 和美 81 (38,43) 一瀬 貴志 87 (44,43)
宇梶 一 84 (41,43) 関口 達明 82 (45,37)

ダイヤグリーン倶楽部 阿見ゴルフクラブ

桜の宮ゴルフ倶楽部 栗橋國際カントリー倶楽部

桂ヶ丘カントリークラブ 美浦ゴルフ倶楽部


