
会　場 期　日

1３チーム １３８名

ア ウ ト

組 時間 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名

1 7:30 宮本　一成 谷田部東 木村　米造 谷田部東 仲川　廣一 谷田部東 荒井　　勝 谷田部東

2 7:37 富山　隆雄 谷田部東 宮本　丈男 谷田部東 大場　力夫 谷田部東

3 7:44 関口　正浩 谷田部東 小林　征美 谷田部東 菅谷　和秀 谷田部東 美　　　　巍 谷田部東

4 7:51 矢口　　晃 前　野 二川　芳弘 前　野 中川　正夫 前　野 根本　功二 前　野

5 7:58 中野　　実 前　野 矢口　重男 前　野 栗原　　隆 前　野 北沢　文夫 前　野

6 8:05 飯塚　浩二 前　野 森田　順一 前　野 長谷川　剛 前　野 倉持　良夫 前　野

7 8:12 相澤　和男 森の里 福本　　稔 森の里 坂尾　義雄 森の里 宇野　安信 森の里

8 8:19 熊谷　啓二 森の里 加藤　義昭 森の里 古畑　則男 森の里 池田　幸次 森の里

9 8:26 相澤　　東 森の里 五月女　毅 森の里 黒川　真行 森の里 柴山　幸夫 森の里

10 8:33 木澤　　好 筑波A 木澤　寛信 筑波A 大里　一彦 筑波A 大里　建男 筑波A

11 8:40 白石　　通 筑波A 相島　秀一 筑波A 菊池　広義 筑波A 福士　十三夫 筑波A

12 8:47 三浦　　仁 筑波A 大木　茂美 筑波A 長谷川　博 筑波A 樽　　　　馨　　 筑波A

13 8:54 酒寄　　浩 筑波B 染島　義明 筑波B 野村　宏明 筑波B 倉持　　昭 筑波B

14 9:01 神戸　拓也 筑波B 藤枝　克則 筑波B 酒井　　上 筑波B

15 9:08 伊藤雄二郎 筑波B 市川　　健 筑波B 飯村　　満 筑波B

16 9:15 宮本　正樹 豊里 下田　貴志 豊里 鈴木　　忍 豊里

17 9:22 椙山　孝夫 豊里 猪瀬　　勉 豊里 日下野博之 豊里

18 9:29 関　　正之 豊里 久松　秀夫 豊里 稲見　善弘 豊里 大里　柾也 豊里

イ　 ン

組 時間 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名

1 7:30 栁橋　隆純 葛城南 小川　範久 葛城南 岡野　　満 葛城南

2 7:37 栁橋　正章 葛城南 冨田　泰彦 葛城南 宮崎　重信 葛城南

3 7:44 松本　和樹 葛城南 栁橋　成一 葛城南 柳橋　智之 葛城南 松本　幸也 葛城南

4 7:51 飯竹　泰助 大曽根A 中島　敬三 大曽根A 銭谷　利宏 大曽根A 吉原　正美 大曽根A

5 7:58 佐藤　　満 大曽根A 斎藤　　貴 大曽根A 中島　道規 大曽根A 大竹　　薫 大曽根A

6 8:05 東泉　利行 大曽根B 路川　俊男 大曽根B 根本　成一 大曽根B 小又　英雄 大曽根B

7 8:12 久保田英男 大曽根B 小曽納　明 大曽根B 長坂　敏明 大曽根B 脇坂　　徹 大曽根B

8 8:19 柳橋　一之 GGBBA 高野　　健 GGBBA 高野喜市郎 GGBBA 金澤　　徹 GGBBA

9 8:26 柳橋　英子 GGBBA 三輪　二男 GGBBA 佐藤　公俊 GGBBA 斎藤　徳之 GGBBA

10 8:33 高野　一成 GGBBB 番場　正明 GGBBB 末永　長栄 GGBBB 大久保憲男 GGBBB

11 8:40 飯泉　光男 GGBBB 川田　忠男 GGBBB 桜井織之助 GGBBB 吉澤　進一 GGBBB

12 8:47 大塚健太郎 吉沼 中泉　好樹 吉沼 三谷　正紀 吉沼 福田　優二 吉沼

13 8:54 海老原雄二 吉沼 高根沢一也 吉沼 冨田　健一 吉沼

14 9:01 飯島　勝徳 吉沼 冨田一二三 吉沼 久保田修一 吉沼

15 9:08 川上　靖弘 桜 川上　智美 桜 坂田清代美 桜 霜崎　和孝 桜

16 9:15 住吉　英志 桜 谷　　貴幸 桜 藤江　信幸 桜 高寺　秀人 桜

17 9:22 飯島　辰雄 谷田部すっとこ
どっこい 八月朔日君夫

谷田部すっとこ
どっこい 松本　　瞬 谷田部すっとこ

どっこい 佐藤　大輔 谷田部すっとこ
どっこい

18 9:29 安蔵　孝至 谷田部すっとこ
どっこい 阿部　良彦 谷田部すっとこ

どっこい 中山　　正 谷田部すっとこ
どっこい 平津　　茂 谷田部すっとこ

どっこい

※注意事項

◎

◎

※

※

成績についてはコロナの関係で、プレー終了後各地区代表者に配布致します。パーティーはありません。

出場者はマスク着用でクラブハウスに来場してください。

第２２回つくば市地区対抗ゴルフ大会組合せ
豊里ゴルフクラブ 　令和４年４月２６日（火）

各自３０分前に受付を済ませてください。つくば市ゴルフ協会会員はカードを提示してください。

欠席する場合、前日までは、つくば市スポーツ協会（ＴｅＬ029-854-8531）、当日は豊里ゴルフクラブ

（029-847-0011）に必ず連絡してください。組合せに変更がある場合があります。お早めにご来場下さい。


