
凮月カントリー倶楽部

Aクラス 中→南 2020年10月27日

時間 選手 クラブ 選手 クラブ 選手 クラブ 選手 クラブ

1 7:30 泉 秀夫 ⻤怒川 鈴木 英利 塩原 入江 胖 ラインヒル 高久 弘 那須

2 7:40 遠山 光男 鷹 須田 誠 日光 越川 千秋 新宇都宮 松浦 芳秋 栃木ヶ丘

3 7:50 工藤 進 ハーモニーヒルズ 吉田 賢一 烏山城 塩田 政行 鹿沼プレミア 岩田 義則 那須陽光

4 8:00 野中 克也 矢板 矢野 塚春 鹿沼 寺内 輝夫 都賀 小野 進 ニューセントアンドリュース

5 8:10 渡辺 秀樹 アローエース 大福根 孝司 鹿沼７２ 浦馬場 忠靖 喜連川 奥野 敏治 プレステージ

6 8:20 成 楽英 杉ノ郷 奥澤 國男 小山 安田 信夫 那須伊王野 別府 一男 東松苑

7 8:30 植竹 稔 ロイヤルメドウ 大久保 克己 県⺠ゴルフ 大島 義和 宇都宮 藤城 悠 ディアレイク

8 8:40 坂本 博 凮月 田邊 俊一 ⻤怒川 伊藤 明夫 ハーモニーヒルズ ー ー

9 8:50 竹迫 清人 アローエース 橋本 功 東松苑 須田 常吉 塩原 増田 清 烏山城

10 9:00 坂本 茂 鹿沼７２ 鈴木 一郎 ロイヤルメドウ 髙野 弘 ラインヒル 河村 戍夫 鹿沼プレミア

11 9:10 沼畑 令二 喜連川 鶴川 孝光 県⺠ゴルフ 磯 信廣 那須 大森 政男 那須陽光

12 9:20 五十嵐 登市 プレステージ 玉井 康裕 宇都宮 ⻄田 哲三 鷹 白石 要三 矢板

13 9:30 田中 廣 杉ノ郷 辻 四郎 ディアレイク 阿部 孝信 日光 増渕 守哉 鹿沼

14 9:40 麻生 敏男 小山 船山 廣美 凮月 永嶋 俊幸 新宇都宮 鈴木 弘之 都賀

15 9:50 磯 久四 那須伊王野 中野 修 栃木ヶ丘 鈴木 行夫 ニューセントアンドリュース ー ー

第１回栃木県クラブ対抗競技大会



凮月カントリー倶楽部

Bクラス 南→北 2020年10月27日

時間 選手 クラブ 選手 クラブ 選手 クラブ 選手 クラブ

1 7:30 太田 秀吉 那須陽光 岡田 明良 ニューセントアンドリュース 坂内 義之 栃木ヶ丘 須藤 正一 東松苑

2 7:40 塩田 勝 那須 間野 卓彦 プレステージ 中村 一美 杉ノ郷 ー ー

3 7:50 仲嶋 陽一 矢板 奥山 正 鷹 橘 強 ハーモニーヒルズ ⻄舘 新三 ロイヤルメドウ

4 8:00 福田 保 ⻤怒川 武田 幸雄 アローエース 阿部 秀夫 小山 和田 学 凮月

5 8:10 歌川 康広 鹿沼 与倉 博逸 日光 藤田 伸郎 烏山城 水野 敏雄 県⺠ゴルフ

6 8:20 大金 辰雄 塩原 山形 清作 鹿沼７２ ⻫藤 常雄 那須伊王野 古沢 章司 ディアレイク

7 8:30 鈴木 敏夫 都賀 川島 憲二 新宇都宮 福富 明夫 鹿沼プレミア 渡邉 欣一郎 宇都宮

8 8:40 山口 勉 ラインヒル 小林 令二 喜連川 菴木 文雄 ハーモニーヒルズ 川村 秀之 東松苑

9 8:50 成子 敏美 ⻤怒川 村山 周一 鹿沼７２ 五味田 昭一 宇都宮 斎藤 広 烏山城

10 9:00 富田 昇 鹿沼 佐藤 幸由 塩原 上田 清 喜連川 江口 隆 凮月

11 9:10 岩井 勇一 那須伊王野 小川 誠 都賀 本多 利久 ラインヒル 永井 貞良 プレステージ

12 9:20 分須 岳司 鷹 荒井 和美 県⺠ゴルフ 飯田 晋吉 ニューセントアンドリュース 平山 正郎 那須

13 9:30 岩崎 貞夫 鹿沼プレミア 手塚 幹雄 日光 舟岡 誠 アローエース ー ー

14 9:40 入江 芳史 小山 秋元 章 那須陽光 増川 隆 新宇都宮 佐藤 広正 ディアレイク

15 9:50 高山 義典 ロイヤルメドウ 松本 健司 杉ノ郷 大島 洋司 矢板 大橋 一弘 栃木ヶ丘

第１回栃木県クラブ対抗競技大会



凮月カントリー倶楽部

Cクラス 北→中 2020年10月27日

時間 選手 クラブ 選手 クラブ 選手 クラブ 選手 クラブ

1 7:30 横内 義之 喜連川 松本 光央 鷹 吉永 昌史 ロイヤルメドウ 小澤 壮介 那須陽光

2 7:40 北山 茂男 ラインヒル 塩野目 修 那須伊王野 ⻘⽊ 秀樹 ハーモニーヒルズ 横塚 大吾 宇都宮

3 7:50 小山 伸明 ニューセントアンドリュース 渡辺 幹根 日光 大橋 新一 凮月 後藤 貴浩 矢板

4 8:00 中井 和彦 塩原 近藤 裕敏 小山 髙⽊ 広之 烏山城 ー ー

5 8:10 松村 茂 アローエース 稲葉 正秀 新宇都宮 石田 幸良 東松苑 関根 秋夫 鹿沼

6 8:20 田嶋 茂 ⻤怒川 岡田 泰彦 杉ノ郷 若林 徹 鹿沼プレミア 藤城 拓也 ディアレイク

7 8:30 小⽊ 久 鹿沼７２ 沼澤 秀樹 栃⽊ヶ丘 和知 忠 県⺠ゴルフ 髙島 庸平 都賀

8 8:40 白河 英隆 那須 穐元 義和 プレステージ 石原 博之 ニューセントアンドリュース ー ー

9 8:50 小林 圭一 ラインヒル 荒井 義之 アローエース 伊藤 幹也 新宇都宮 橋本 幸一 矢板

10 9:00 伊藤 匡悦 都賀 佐藤 健志 日光 今古賀 覚 プレステージ 沼﨑 正朋 ロイヤルメドウ

11 9:10 鳴島 順一 塩原 柏山 努 喜連川 秋山 圭一郎 栃⽊ヶ丘 石塚 義夫 宇都宮

12 9:20 柏崎 啓 鹿沼７２ 塩野目 満幸 凮月 広島 慎太郎 鹿沼 森山 善和 那須陽光

13 9:30 高橋 収 杉ノ郷 髙橋 和人 鷹 高村 敏行 ディアレイク 福田 進充 鹿沼プレミア

14 9:40 高槻 毅 ⻤怒川 髙林 晃二 那須伊王野 杉山 信次郎 ハーモニーヒルズ 大久保 光明 県⺠ゴルフ

15 9:50 保⼾山 陽一 小山 常盤 一美 那須 テーラーリンデン 烏山城 ー ー

第１回栃木県クラブ対抗競技大会


