
 会場：茨城ゴルフ倶楽部・東コース

期日：2021年9月6日（月）
　#1 Tee（ＯＵＴ） 　#10 Tee（ＩＮ）

No. Time No. Time

1 7:30 小倉 龍 千葉 木内 登喜雄 茨城 岩橋 正治 千葉 磯山 喜一 東京 1 7:30 斉野　恵康 東京 窪田 一樹 神奈川 重南  慶彦 神奈川  淡路 恋 東京

2 7:38 遠藤 直樹 千葉 鶴薗 弘明 神奈川 佐藤 尚智 東京 間取 実樹也 千葉 2 7:38 山田 浩之 茨城 寺嶋 弘行 千葉 前田 男 埼玉 村上 雄太 東京

3 7:46 坂本 正弘 福島 鈴木 康之 福島 森田 正浩 茨城 飯島 辰雄 茨城 3 7:46 澤田　信弘 東京 内田 裕 東京 君安 久幸 千葉 笹沼 宏治 千葉

4 7:54 和泉 久志 埼玉 中 高久 埼玉 小坂 徳郎 東京 酒造 博明 東京 4 7:54 三上 徹也 東京 宮島 輝喜 東京 田中 則之 東京 日高 利夫 東京

5 8:02 伊藤 良輔 千葉 杉山 大輔 千葉 中峰 貴之 東京 中田 雅之 東京 5 8:02 堀内 康則 茨城 山内 紀代江 茨城 星 晃一 東京 川口 泰正 東京

6 8:10 八木沼 仁 茨城 高橋 宏治 茨城 関口 洋一 神奈川  岩堀 眞規 神奈川 6 8:10 高橋 昇 福島 鈴木 繁 福島 中原 英 埼玉 村澤 武 埼玉

7 8:18 松村 滋浩 東京 竹澤 功泰 東京 金澤 雅之 茨城 中野 秀昭 茨城 7 8:18 小川  文平 埼玉 岡田 貴弘 埼玉 池内　裕啓 東京 加藤 剛士 東京

8 8:34 井上 太 東京 鈴木 宣喜 茨城 丸本 孝平 宮城 杉浦 伸 茨城 8 8:34 丸山 正詩 埼玉 林野 守将 埼玉 村田 雅人 茨城 吉田 哲也 茨城

9 8:42 知久 賢司 神奈川 金宮 釧哲 神奈川 深谷 友和 茨城 中野 浩二 茨城 9 8:42 國島 廣孝 茨城 貝塚 喜久 茨城 鈴木 隆之 千葉 鈴木 有希子 千葉

10 8:50 吉田 知宏 東京 山﨑 謙一 埼玉 松本 宏和 千葉 浅野 一矢 東京 10 8:50 木原 海健 東京 糸川 淳一 東京 大山 和則 茨城 飯田 将人 茨城

11 8:58 太田　智喜 茨城 坂輪 成章 千葉 福岡 雅城 東京 福岡 大城 東京 11 8:58 中岡 昭彦 東京 松下 義晴 東京 鈴木 亜久里 東京 松浦 孝亮 東京

12 9:06 佐藤 孝弘 神奈川 平本 利道 神奈川 道下 雅史 千葉 髙品 博文 千葉 12 9:06 廣瀬 浩二 埼玉 朝妻 正人 埼玉 榊原 紳祐 愛知 藤城 まどか 愛知

13 9:14 玉造 政洋 千葉 石井 周子 茨城 高野 耕太郎 東京 高野 美帆 東京 13 9:14 大崎 将行 東京 府川 令樹 東京 成田 正久 東京 吉川 暁 千葉

14 9:22 西川 大志 東京 石川 智章 東京 尾崎 幸一郎 茨城 根本 幸範 茨城 14 9:22 河村 英明 神奈川 柏 昌宏 東京 高橋 和博 千葉 高橋 奈津紀 千葉

15 9:38 黒澤 けんいち 茨城 上野　千津美 茨城 谷島 稔 埼玉 苔縄 雅恵  埼玉 15 9:38 吉住 二郎 千葉 佐藤 浩二 東京 佐々木 隆充 東京 佐々木 陽子 東京

16 9:46 東 享志 東京 井上 達也 東京 藤井 大介 千葉 谷沢 正一 茨城 16 9:46 外處 剛 東京 上遠野 毅 東京 木村 正二郎 神奈川 今田 皓禮 東京

17 10:54 松田 直樹 東京 五木田 健 東京 平中 克幸 神奈川 国本 京佑 神奈川 17 10:54 谷 健一 埼玉 野原 丈郎 東京 川上 元志 東京 古賀 敏之 東京

18 10:02 青木 良亮 東京 替地 良祐 東京 園部 宏幸 茨城 野口 一浩 千葉 18 10:02 岡 正幸 東京 堀内 冬樹 埼玉 高崎  弘之 千葉 松田 一秀 茨城

19 10:10 杉田 剛 東京 Kriegshauser Tom 東京 玖島 豪 東京 小暮 富志雄 千葉 18 10:10 渡邉 吉郎 千葉 渡邉 敬介 茨城 森田 誠 東京 吉田 信行 千葉

20 10:18 成田 利明 東京 成田 大 東京 飯塚 晃 千葉 大高 道郎 東京 18 10:18 国本 雄資 神奈川 中山 友貴 神奈川 中岡 伸夫 東京 田中 博文 東京
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