
開催日 開催場所 出場選手

組 時　間 氏　　　名 地　区 氏　　　名 地　区 氏　　　名 地　区 氏　　　名

1 7：28 　中島　敬三 大曽根 　久保田英男 大曽根 　東泉　利行 大曽根 　斉藤　　貴

2 7：36 　路川　俊男 大曽根 　長坂　敏明 大曽根 　中島　道規 大曽根 　小曽納　明

3 7：44 　富山　隆雄 谷田部東 　宮本　文男 谷田部東 　大場　力夫 谷田部東

4 7：52 　小野　　進 谷田部東 　ジャン　ウィ 谷田部東 　菅谷　和秀 谷田部東 　飯島　辰雄

5 8：00 　宮本　　一成 谷田部東 　荒井　　勝 谷田部東 　仲川　廣一 谷田部東 　木村　米造

6 8：08 　高野　一成 谷田部B 　末永　長栄 谷田部Ｂ 　宮本　正樹 谷田部Ｂ 　横山　英明

7 8：16 　岡野　好雄 谷田部Ｂ 　関谷　義男 谷田部Ｂ 　岡野　守正 谷田部Ｂ 　青木　好巳

8 8：24 　久松　博昭 豊　里 　山口　一雄 豊　里 　久松　和美 豊　里

9 8：32 　関　　正之 豊　里 　鈴木　　淳 豊　里 　五月女　毅 豊　里 　黒川　真行

10 8：40 　保科　貴裕 豊　里 　稲見　善弘 豊　里 　尾山都志秀 豊　里

11 8：48 　飯泉　光夫 谷田部Ａ 　川田　忠男 谷田部Ａ 　飯住　正治 谷田部Ａ 　寺島　弘行

12 9：56 　吉澤　進一 谷田部Ａ 　桜井織之助 谷田部Ａ 　高野　　健 谷田部Ａ

13 9：04 　高野　二男 谷田部Ａ 　三上　春男 谷田部Ａ 　藤島　孝子 谷田部Ａ 　柳橋　英子

14 9：12 　酒寄　　浩 筑波B 　染島　義明 筑波B 　野村　宏明 筑波B 　倉持　　昭

15 9：20 　大里　建男 筑波B 　神戸　拓也 筑波B 　三浦　雄介 筑波B

16 9：28 　木澤　　好 筑波B 　木澤　寛伸 筑波B 　江戸　邦幸 筑波B

17 9：36 　川上　靖弘 桜 　霜崎　和孝 桜 　中島　秀之 桜 　住吉　英志

18 9：44 　飯田　将人 桜 　中山　　剛 桜 　川上　時安 桜 　川上　和政

19

20

注意事項

選手の交代はスタート４０分前までに受付に連絡すること。

選手の交代は認めるがスタート時間の変更は認めない。

表彰式は全員が参加して優勝チームを称えましょう。

アウトコース

第 ２０ 回 つ く ば 市 地 区 対 抗 ゴ ル フ 大 会 　　　　組　合　せ　表

平成３１年４月１５日（月） 霞ヶ浦国際ゴルフコース



組 時　間 氏　　　名 地　区 氏　　　名 地　区 氏　　　名 地　区 氏　　　名

1 7：28 　高津　三郎 前　野 　二川　芳弘 前　野 　寺田　　薫 前　野 　久保谷富雄

2 7：36 　飯塚　浩二 前　野 　矢口　　晃 前　野 　森田　順一 前　野 　栗原　　隆

3 7：44 　中川　正夫 前　野 　矢口　重男 前　野 　北沢　文夫 前　野

4 7：52 　中野　　実 前　野 　根本　功二 前　野 　長谷川　剛 前　野

5 8：00 　栁橋　隆純 葛城南 　宮崎　重信 葛城南 　高谷　誠人 葛城南 　塚田　　保

6 8：08 　栁橋　正章 葛城南 　飯泉　法男 葛城南 　岡野　　満 葛城南 　栁橋　成一

7 8：16 　松本　和樹 葛城南 　冨田　泰彦 葛城南 　萩島　　保 葛城南 　萩島　　豊

8 8：24 　相澤　　東 茎　崎 　川村　泰弘 茎　崎 　飯田　　守 茎　崎

9 8：32 　斎藤　修巳 茎　崎 　吉川　友信 茎　崎 　軽部　英司 茎　崎

10 8：40 　蛯原　　守 茎　崎 　近藤　教克 茎　崎 　池田　幸次 茎　崎

11 8：48 　大塚健太郎 吉　沼 　福田　隆子 吉　沼 　中泉　好樹 吉　沼 　飯島　勝徳

12 9：56 　高根沢一也 吉　沼 　海老原雄二 吉　沼 　須藤　紀夫 吉　沼

13 9：04 　吉田　匡彦 吉　沼 　栗原　　実 吉　沼 　三谷　正紀 吉　沼

14 9：12 　野村　俊光 筑波A 　大久保七郎 筑波A 　宮川　允夫 筑波A

15 9：20 　星野　明彦 筑波A 　関　　善幸 筑波A 　井岡富士夫 筑波A

16 9：28 　伊藤雄二郎 筑波A 　小島　純治 筑波A 　市川　　健 筑波A

17 9：36 　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
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競　技　方　法

競　技　規　則

変更が生じた場合は大会当日に掲示いたします。

インコース

　　　　　１８ホールストロークプレー

　　　　　ネットの部はチーム全員のネットの平均ストアにより順位を決定。タイスコアの場合は、同順位とする。

　　　　　ＪＧＡルール及びつくばねカントリークラブローカルルールを適用

　　　　　ハンディキップ算出は、ペリア方式（ハンディは４０まで）

　　　　　グロスの部はチームのグロス上位５名のトータルスコアの順位で決定。タイスコアの場合は、６人目のスコアで決定する。



使　用　テ　ィ

　１２チーム

郵便番号

３００－１２６６

３０５－０８４２

３００－３２５３

３０５－００２３

３００－３２６５

３０５－０８４２

３００－２６１７

３００－４３５４

３００－４２２４

３００－４２０４

　自由が丘824-10 　０９０－４０２２－３９５５

　筑　　 波　Ａ 　伊藤雄二郎 　作谷3439-3

　谷田部

　吉沼３４６４

　国松１８９５

　小和田５６９

　０９０－４１２６－６９７６

　０９０－３０９０－９４８２

　０９０－３１４７－１２０４

　柳橋１０４－１

  坂寄　　浩

　川上　靖弘

　北沢　文夫

　柳橋　一之

　吉　　 沼

　筑　　 波　B

　筑　　 波　Ａ

　大塚　健太郎

　野村　俊光

連絡先

　葛 城 南 　柳橋　隆純

地区名

　　  桜

　前　　 野

　柳橋４９９

氏名

　久保田　英男

　茎　崎

　大曽根２１８３－１

　上の室２００７－１

　長高野728

　斎藤　修巳

　０９０－７００４－３９８５

　０２９－８６４－１６６５

　０２９－８５７－３３９７

　０２９－８６４－０４３６

　０２９－８５６－１５１１

　　　　　団体ネット、個人ネット、団体グロス

　　　　　男性は白ティ、女性は赤ティ

　大 曽 根

住所

 組 合 せ 送 付 一 覧 表

表　　　　　　彰



３０５－００５６

３００－２６４７

　松野木１１９－５　大場　力夫 　０９０－１１２５－２２１８

　０８０－５１７６－５２４４　手子生１０１４－１　保科　貴裕

　谷田部東　

　豊　　里



35組124名

12地区

地　区

大曽根

大曽根

谷田部東

谷田部東

谷田部Ｂ

谷田部Ｂ

豊里

谷田部Ａ

谷田部Ａ

筑波B

桜

桜

選手の交代はスタート４０分前までに受付に連絡すること。

選手の交代は認めるがスタート時間の変更は認めない。

表彰式は全員が参加して優勝チームを称えましょう。

　　　　組　合　せ　表



地　区

前　野

前　野

葛城南

葛城南

葛城南

吉　沼

筑波A

変更が生じた場合は大会当日に掲示いたします。

　　　　　１８ホールストロークプレー

　　　　　ネットの部はチーム全員のネットの平均ストアにより順位を決定。タイスコアの場合は、同順位とする。

　　　　　ＪＧＡルール及びつくばねカントリークラブローカルルールを適用

　　　　　ハンディキップ算出は、ペリア方式（ハンディは４０まで）

　　　　　グロスの部はチームのグロス上位５名のトータルスコアの順位で決定。タイスコアの場合は、６人目のスコアで決定する。



1２４名

　０９０－４０２２－３９５５

　０９０－４１２６－６９７６

　０９０－３０９０－９４８２

　０９０－３１４７－１２０４

連絡先

　０９０－７００４－３９８５

　０２９－８６４－１６６５

　０２９－８５７－３３９７

　０２９－８６４－０４３６

　０２９－８５６－１５１１

　　　　　団体ネット、個人ネット、団体グロス

　　　　　男性は白ティ、女性は赤ティ



　０９０－１１２５－２２１８

　０８０－５１７６－５２４４


