
開催日： 参加倶楽部数： 18

会場： 通過倶楽部数： 2

Aクラス：6352yards Par72 競技方法： Aクラス3名、Bクラス3名出場

Bクラス：6754yards 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

井坂 伸次 72 川﨑 邦朗 70

才記 正明 70

1位 294 2位 296
日暮 俊明 74 (37,37) 椎野 俊朗 74 (36,38)
加園 浩 76 (38,38) 篠原 智 77 (40,37)
進藤 祥史 78 (39,39) 八木沼 仁 80 (39,41)
才記 正明 70 (35,35) 鈴木 清隆 71 (34,37)
大塚 崇弘 74 (38,36) 冨島 裕也 74 (39,35)
伊藤 耕治 75 (35,40) 小暮 敦史 80 (38,42)

3位 299 4位 300
加藤 道春 77 (39,38) 井坂 伸次 72 (36,36)
青山 実 73 (38,35) 大和田 通明 81 (42,39)
荒井 眞一 78 (38,40) 平賀 俊哉 81 (38,43)
冨田 久三 73 (36,37) 軍司 悦弘 72 (34,38)
海野 洋一 76 (39,37) 山中 将次 75 (37,38)
礒崎 雄司 77 (36,41) 広瀬 一哉 83 (40,43)

5位 303 6位 303
山崎 一雄 78 (39,39) 小野瀬 弘記 76 (34,42)
谷沢 正一 76 (37,39) 宇佐美 正仁 79 (37,42)
玉置 実 78 (40,38) 大木 敏夫 76 (39,37)
増渕 努 71 (33,38) 川﨑 邦朗 70 (34,36)
松田 秀一 78 (39,39) 浅田 哲也 86 (41,45)
金子 剛 80 (41,39) 近藤 惇朗 81 (43,38)

7位 304 8位 305
佐藤 幸也 78 (38,40) 寺田 稔 79 (40,39)
黒澤 登美夫 80 (41,39) 横倉 康彦 82 (41,41)
佐野 勝 74 (37,37) 大和田 輝夫 76 (37,39)
中山 守 81 (40,41) 渡邊 信之 76 (35,41)
松本 敏明 76 (36,40) 菅谷 明 74 (37,37)
岡野 智弘 76 (39,37) 細谷 祐生 77 (38,39)

9位 305 10位 307
鈴木 清治 74 (39,35) 沼田 雅彦 74 (34,40)
逆井 英雄 79 (38,41) 赤津 卓男 80 (41,39)
久松 隆夫 73 (37,36) 佐藤 裕之 76 (38,38)
菅野 智次郎 78 (38,40) 野口 泰央 74 (35,39)
志村 哲 80 (42,38) 安藤 佳隆 83 (41,42)
滝沢 愼 81 (42,39) 石川 亨 85 (41,44)

11位 313 12位 313
村上 拓也 78 (38,40) 宮川 弘之 75 (36,39)
岡 靖久 91 (43,48) 海老原 昇 83 (40,43)
坪井 隆 82 (42,40) 金子 正 82 (41,41)
稲村 隆浩 74 (38,36) 島本 裕之 81 (41,40)
宇津木 仁 79 (39,40) 小柳 拓也 77 (35,42)
石山 晃 80 (40,40) 浮ヶ谷 雅喜 79 (37,42)

ゴルフ5カントリーサニーフィールド扶桑カントリー倶楽部

桜ゴルフ倶楽部 龍ヶ崎カントリー倶楽部

静ヒルズカントリークラブ 高萩カントリークラブ

金砂郷カントリークラブ 鹿島の杜カントリー倶楽部

猿島カントリー倶楽部 茨城パシフィックカントリー倶楽部

セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 取手国際ゴルフクラブ

平成30年関東倶楽部対抗茨城第3会場予選競技

(高萩)

ゴルフ5カントリーサニーフィールド
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(龍ヶ崎)

(扶桑)



平成30年関東倶楽部対抗茨城第3会場予選競技

13位 317 14位 319
天野 初雄 83 (44,39) 後藤 栄治 76 (40,36)
風見 義明 81 (42,39) 高根 武雄 84 (42,42)
杉崎 久實 75 (37,38) 黒沼 秀樹 80 (39,41)
森田 佳和 83 (41,42) 持留 健一 80 (40,40)
生井 勝博 80 (43,37) 前島 利之 87 (43,44)
長野 智之 81 (43,38) 田村 多賀男 83 (45,38)

15位 323 16位 327
髙野 健 80 (38,42) 芋高 信良 85 (42,43)
酒寄 浩 84 (41,43) 遠藤 克人 80 (42,38)
成島 勲 83 (43,40) 野口 長一郎 85 (44,41)
野村 宏明 85 (43,42) 小坂 圭司 79 (40,39)
飯島 勝徳 75 (39,36) 邨山 努 83 (43,40)
染島 義明 86 (43,43) 芝畑 和秀 84 (44,40)

17位 331 18位 348
勝沼 喜一 82 (39,43) 小泉 正弘 93 (49,44)
草間 守 80 (40,40) 永山 大樹 89 (42,47)
佐藤 英治 80 (42,38) 萩沼 章吉 97 (47,50)
瀬戸井 広 91 (41,50) 渡邉 寿美 88 (43,45)
関口 浩美 80 (42,38) 佐藤 陽一 78 (37,41)
飛田 雅志 101 (51,50) 近田 正喜 108 (56,52)

つくばねカントリークラブ JGMやさと石岡ゴルフクラブ

フレンドシップカントリークラブ かすみがうらOGMゴルフクラブ

ザ・オーシャンゴルフクラブ筑波学園ゴルフ倶楽部


