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組 時間 氏　　名 クラス 氏　　名 クラス 氏　　名 クラス 氏　　名 クラス

1 7:04 関　　正之 Mシニア 久松　秀夫 Mシニア 飯島　辰雄 シニア 栁橋　隆純 Mシニア

2 7:12 光富　　健 一般 相澤　　望 一般 中村　由行 一般 東原　徹生 一般

3 7:20 三浦　雄介 一般 神戸　拓也 一般 藤　　亮太 一般 雨田　二郎 一般

4 7:28 飯岡　弘臣 一般 桜井　博志 一般 奥沢　　隆 一般 藤枝　克則 一般

5 7:36 安蔵　孝至 一般 阿部　良彦 一般 佐藤　大輔 一般 中山　　正 一般

6 7:44 大塚健太郎 一般 大久保　勇 一般 高田　伸二 一般 鈴木　　洋 一般

7 7:52 稲葉　勝昭 一般 杉山　恵一 一般 森　　健志 一般 藤田　貴之 一般

8 8:00 飯塚　芳之 一般 佐藤　孔威 一般 久保田　進 一般

9 8:08 内田　　司 一般 稲川　　正 一般 武田　　準 一般

10 8:16 高野　培美 女子 高野　寧々 女子 武田　愛実 女子 張　　艶麗 女子

11 8:24 ジャン・ウィ 女子 坂田清代美 女子 重野　理咲 女子 鶴見　一枝 女子

12 8:32 大里　建男 シニア 大里　一彦 シニア 長谷川敏之 シニア 日辻　和男 シニア

13 8:40 黒川　真行 シニア 五月女　毅 シニア 田崎　康二 シニア

14 8:48 牧村　勝彦 シニア 根本　　武 シニア 長坂　敏明 シニア

15 8:56 飯竹　泰助 Gシニア 佐藤　　満 Gシニア 金子　隆雄 Gシニア 中島　敬三 Gシニア

16 9:04 斉藤　　貴 Gシニア 中島　道規 Gシニア 吉原　正美 Gシニア 高津　三郎 Gシニア

17 9:12 相澤　和男 Gシニア 福本　　稔 Gシニア 坂尾　義雄 Gシニア 清本　悦男 Gシニア

18 9:20 丹羽　修一 Gシニア 池田　正大 Gシニア 桜井織之助 Gシニア 吉沢　進一 Gシニア

19 9:28 路川　俊男 Mシニア 東泉　利行 Mシニア 小又　英雄 Mシニア 根本　成一 Mシニア

20 9:36 久保田英男 Mシニア 小曽納　明 Mシニア 冨田　康彦 Mシニア 飯泉　恵生 Mシニア

21 9:44 高野　　健 Mシニア 高野喜市郎 Mシニア 田中　　勇 Mシニア 塩澤　信行 Mシニア

組 時間 氏　　名 クラス 氏　　名 クラス 氏　　名 クラス 氏　　名 クラス

1 7:04 相澤　　東 Gシニア 木澤　寛伸 Gシニア 小林　征美 シニア 酒寄　　浩 シニア

2 7:12 金澤　　徹 一般 才記　正明 一般 小島　博史 一般 齋藤　徳之 一般

3 7:20 塙　　　徹 一般 松田　一秀 一般 赤荻　康秀 一般 瀬戸口　進 一般

4 7:28 深作　正勝 一般 中野　正義 一般 坪井　　隆 一般 小野　広道 一般

5 7:36 谷沢　正一 一般 増渕　　努 一般 土田　吉美 一般 池田　武士 一般

6 7:44 三浦　　仁 一般 斉藤　正男 一般 江田　　誠 一般 大木　茂美 一般

7 7:52 弦巻　淳一 一般 野村　正則 一般 神郡　一純 一般 飯塚　康照 一般

8 8:00 坂入　利子 女子 渡辺　　香 女子 荒澤　明美 女子 皆川三代子 女子

9 8:08 成島　　勲 シニア 菅谷　和秀 シニア 田辺　政博 シニア 柏木　尚吾 シニア

10 8:16 佐藤　　明 シニア 矢口　武之 シニア 山田　俊彦 シニア 富田　文雄 シニア

11 8:24 柳橋　正章 シニア 柳橋　成一 シニア 松本　幸也 シニア 宮崎　重信 シニア

12 8:32 木村　米造 Gシニア 仲川　廣一 Gシニア 富山　　茂 Gシニア 富山　隆雄 Gシニア

13 8:40 宮本　丈男 Gシニア 椎葉　美敏　 Gシニア 横田　次男 Gシニア 古畑　則男 Gシニア

14 8:48 森本　恒美 Gシニア 池田　光雄 Gシニア 石塚　裕司 Gシニア 菊池　広義 Gシニア

15 8:56 伊藤雄二郎 Gシニア 市川　　健 Gシニア 飯村　　満 Gシニア 坂本登志雄 Gシニア

16 9:04 大場　力夫 Gシニア 小野　　進 Gシニア 宇野　安信 Gシニア 池田　幸次 Gシニア

17 9:12 白石　　通 Mシニア 相島　秀一 Mシニア 福士十三夫 Mシニア

18 9:20 高野　一成 Mシニア 末永　長栄 Mシニア 柳橋　一之 Mシニア 宮本　一成 Mシニア

19 9:28 銭谷　利宏 Mシニア 牧島　　猛 Mシニア 鶴見　健二 Mシニア 飯塚　　章 Mシニア

20 9:36 久松　隆夫 Mシニア 木澤　　好 Mシニア 下村　　正 Mシニア 住吉　英志 Mシニア

21 9:44 鈴木　　栄 Mシニア 高谷　誠人 Mシニア 小川　範久 Mシニア 岡野　　満 Mシニア

◎

◎

※

イ　 ン

※注意事項

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、つくば市体育協会（ＴｅＬ029-854-8511）、当日は霞ヶ浦国際ゴルフコース

（029-836-1154）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。

今回の表彰式はコロナの関係で各部の終了毎に開催いたします。

第2１回つくば市アマチュアオープンゴルフ大会組合せ
会　場 霞ヶ浦国際ゴルフコース 期　日 　令和２年１１月10日（火）
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