
開催日： 参加倶楽部数： 23

会場： 決勝進出倶楽部数： 3

Aクラス： 6798yards Par72 競技方法： 各クラス3名出場

Bクラス： 6798yards Par72 計6名の合計スコア

予選ベストスコア賞：Aクラス 予選ベストスコア賞：Bクラス

志村 幹夫 75 才記 正明 72

村越 元彰 72

1位 466 2位 486
寺田 溥一 81 (41,40) 友部 宣之 81 (38,43)
柳橋 一之 86 (45,41) 藤井 勝利 85 (43,42)
山下 勝紀 78 (39,39) 渡辺 誠 81 (39,42)
才記 正明 72 (37,35) 舘 英樹 77 (37,40)
加園 浩 74 (40,34) 中野 正義 80 (37,43)
金澤 徹 75 (38,37) 吹野 耕一 82 (41,41)

3位 487 4位 489
大輪 広明 83 (42,41) 赤津 卓男 78 (40,38)
山形 榮次郎 85 (44,41) 冨田 久三 77 (37,40)
中村 守 79 (39,40) 大和田 通明 88 (44,44)
木村 利治 74 (37,37) 沼田 雅彦 77 (39,38)
出山 泰弘 82 (40,42) 亀山 幸輝 79 (43,36)
大澤 信行 84 (43,41) 佐々木 謙彦 90 (45,45)

5位 492 6位 492
鈴木 泉 83 (43,40) 斎藤 広巳 82 (43,39)
志村 幹夫 75 (39,36) 山口 雅司 84 (44,40)
長野 雄一郎 81 (43,38) 河島 信吉 85 (43,42)
紺谷 三大 90 (48,42) 竹村 亥一郎 78 (40,38)
菊池 新平 89 (41,48) 中田 辰悟 81 (38,43)
木内 登喜雄 74 (37,37) 杉山 和正 82 (40,42)

7位 496 8位 497
鈴木 由蔵 77 (37,40) 小川 敏雄 89 (42,47)
松山 康明 82 (41,41) 平井 丈士 82 (38,44)
丹羽 修一 84 (43,41) 飛田 芳徳 84 (42,42)
山崎 一雄 83 (46,37) 市川 義勝 77 (40,37)
村山 大 87 (45,42) 島澤 勝浩 84 (39,45)
山崎 智之 83 (41,42) 柳田 秀樹 81 (41,40)

9位 501 10位 502
柳田 賢治 81 (41,40) 大辻 孝司 80 (41,39)
藤本 正美 86 (44,42) 北浦 康有 87 (43,44)
末永 謙三 80 (40,40) 安田 恒雄 93 (46,47)
勝沼 喜一 85 (41,44) 青木 正一 85 (45,40)
関口 浩美 92 (48,44) 村越 元彰 72 (35,37)
岡田 裕之 77 (37,40) 芹澤 陽二郎 85 (43,42)

11位 505 12位 506
荒井 眞一 82 (45,37) 斉藤 正夫 84 (44,40)
金田 昌富 87 (46,41) 藤原 晴男 89 (48,41)
大西 幸四郎 84 (40,44) 中村 秀春 80 (41,39)
竹石 要佑 85 (38,47) 椎野 俊朗 83 (43,40)
金田 崇宏 80 (42,38) 八木沼 仁 79 (40,39)
長屋 竜夫 87 (43,44) 平塚 篤 91 (43,48)

(扶桑)

(宍戸ヒルズ)

平成23年度関東倶楽部対抗茨城第1ブロック予選競技

(大洗)

筑波カントリークラブ

平成23年5月16日(月)

桜ゴルフ倶楽部 茨城ロイヤルカントリー倶楽部

筑波学園ゴルフ倶楽部 宍戸ヒルズカントリークラブ

筑波カントリークラブ サニーフィールドゴルフ倶楽部

富士カントリー笠間倶楽部扶桑カントリー倶楽部

大洗ゴルフ倶楽部 大利根カントリークラブ

水戸グリーンカントリークラブ 茨城パシフィックカントリー倶楽部



平成23年度関東倶楽部対抗茨城第1ブロック予選競技

13位 507 14位 508
池田 貴久 80 (40,40) 岩崎 征夫 80 (39,41)
松崎 孝文 86 (45,41) 阿部 安雄 90 (44,46)
坪井 隆 78 (41,37) 宮川 弘之 87 (46,41)
長南 幸司 89 (45,44) 渋澤 卓也 91 (47,44)
海老澤 将之 84 (42,42) 島本 裕之 84 (44,40)
小林 隆寿 90 (47,43) 浮ヶ谷 雅喜 76 (36,40)

15位 511 16位 513
金澤 正幸 83 (43,40) 高尾 康平 79 (42,37)
西谷 正司 87 (44,43) 小松崎 尊久 83 (41,42)
中山 惣司 88 (48,40) 仙波 奉日呂 85 (45,40)
小形 勝利 82 (42,40) 中島 道宜 86 (46,40)
務台 英雄 88 (43,45) 時任 隆 87 (43,44)
塙 祐一郎 83 (41,42) 秋元 忠勝 93 (48,45)

17位 517 18位 520
忍田 徹夫 78 (42,36) 本田 善一 81 (41,40)
萩原 忠和 93 (47,46) 山岡 豊 84 (43,41)
風見 甚造 82 (39,43) 河上 多計夫 90 (44,46)
吉高神 佐俊 84 (44,40) 吉村 明朗 87 (45,42)
菅生 誠 87 (43,44) 永田 浩二 93 (48,45)
江浦 忠 93 (48,45) 高橋 利則 85 (42,43)

19位 522 20位 528
佐藤 則夫 83 (42,41) 伊藤 雅久 85 (42,43)
居石 春満 86 (44,42) 馬渕 博臣 91 (49,42)
倉島 秀夫 91 (47,44) 西村 新一 86 (48,38)
森川 和幸 88 (43,45) 遠藤 三津邛 90 (45,45)
長谷川 克己 86 (44,42) 児玉 浩明 94 (45,49)
海野 雅久 88 (47,41) 吉川 博美 82 (41,41)

21位 530 22位 533
高崎 和夫 90 (47,43) 谷 徹 89 (44,45)
新村 隆成 89 (44,45) 小倉 静 90 (45,45)
櫻木 博 87 (44,43) 相澤 和良 85 (43,42)
富田 勝 87 (39,48) 冨澤 隆生 90 (42,48)
鈴木 友博 87 (42,45) 宇野 政 87 (44,43)
煙山 弘 90 (44,46) 武藤 和久 92 (45,47)

23位 543
柳澤 利明 98 (50,48)
平田 毅彦 92 (48,44)
市原 澄彦 81 (41,40)
松下 義晴 94 (47,47)
平野 岳史 88 (44,44)
山岸 大 90 (50,40)

栗橋國際カントリー倶楽部 桂ヶ丘カントリークラブ

金砂郷カントリークラブ 霞南ゴルフ倶楽部

イーグルポイントゴルフクラブ

岩瀬桜川カントリークラブ 麻生カントリークラブ

取手国際ゴルフクラブ

白帆カントリークラブ 常陽カントリー倶楽部

ホワイトバーチカントリークラブ


