
関東E地区予選・振替開催 2018.2.12
東千葉葉カントリークラブ・東コース

No 所属名／チーム名 選⼿手名 選⼿手名 選⼿手名 選⼿手名 チームスコア
成⽥田東カントリークラブ 松丸  佳孝 ⾼高橋  健 潮来  勝弘 ⽯石井  秀明
チームA 88 79 77 82

伊東カントリークラブ 秋⼭山  佳輝 ⾼高橋  弘幸 ⽥田京  秀⼀一 宮下  健
伊東カントリークラブ 77 93 80 84
函南ゴルフ倶楽部 森  ⼀一洋 ⽯石井  宏典 佐々⽊木  雄⼆二 ⻄西⼭山  穂⾼高
函南チームイーグル 85 88 80 79
⽇日本通運株式会社 井上  新司 加藤  了了資 渡邊  裕樹 鶴岡  武⼈人
⽇日本通運Aチーム 84 82 82 82
宍⼾戸ヒルズカントリークラブ ⼤大崎  将⾏行行 飯⽥田  悠也 ⻘青⽊木  良良亮亮 浜本  ⾏行行記
ターゲット230 85 89 79 84
太平洋クラブ御殿場コース ⼭山⼝口  善久 ⼭山⼝口  拓拓也 鈴鈴⽊木  正紀 神  朗
チームジャイアン 89 75 90 84
姉ヶ崎カントリー倶楽部 広瀬  裕 林林  成彦 ⻑⾧長⾕谷川  雄幸 佐居  承緒
姉ヶ崎ベイスワローズ 83 82 86 87

みずほ銀⾏行行 松本  吉貴 渡辺  圭介 坂東  法隆 友⽥田  敦
TEAM  One  MIZUHO 88 83 83 92
ノースショアカントリークラブ 永⽥田  昭⼆二 中⾺馬  秀興 ⾼高橋 　康之 平⼭山  芳照
サブ、セブンティー 89 89 84 84
沼津ゴルフクラブ ⼭山本  秀昌 勝亦  優甫 伊藤  柳柳⼀一 鈴鈴⽊木  栄
team  SAWADA  粋な暴暴れんジャー 88 83 88 92
ノースショアカントリークラブ 佐々⽊木  章公 佐藤  邦彦 荒井  ⿓龍龍志 篠⽥田  裕⼀一
TEAM  SUB 89 88 85 89
オリックス株式会社 上⾕谷内  祐⼆二 ⼩小川  栄⼀一 ⼆二ノ宮  ⻯竜太郎郎 0
オリックス  ゴルフ部  東京 83 85 94 _̲_̲
株式会社⼤大林林組 榎本  賢 ⽯石⼭山  敦 川島  正嵩 堀池  隆弥
⼤大林林組  ゴルフ部チームB 94 87 85 93
⽇日本通運株式会社 神⻑⾧長  英⼀一 佐々⽊木  康 ⼩小林林  敏勝 ⼤大杉  浩気
⽇日本通運 84 97 89 93
オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだコース渡邊  亨 誠道  晴義 ⽇日⾼高  浩 ⻄西川  智⺒巳
レイクつぶらだ 87 106 88 91
株式会社三菱菱東京UFJ銀⾏行行 ⼩小泉  幸基 ⼟土井  彩江 河合  祐治 加藤  忠
BTMU 96 108 78 96
出光興産株式会社 宇井  直義 ⾼高⽥田  幸夫 内川  啓 ⻘青⽊木  幸洋
スーパーゼアス 102 87 99 88
株式会社帝国ホテル 松⽥田  喜則 冨樫  総平 橋本  公⼭山 村松  真樹
帝国ホテル 90 101 84 105
東急建設株式会社 塩⼊入  ⼤大祐 岩井  ⾠辰辰夫 園⽥田  有 樋⼝口  稔洋
TCゴルフ同好会 95 92 96 92

以上、第4回  ⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権（全国決勝競技／2018.5.4  ⾼高室池ゴルフ俱楽部）へ進出が決定

以上、⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権（東⽇日本地区決勝／2018.3.21  ⽯石岡ゴルフ倶楽部）へ進出が決定
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ほけんの窓⼝口グループ株式会社 清⽥田  直⽂文 関根  ⼤大輔 佐藤  泰夫 岡部  昌裕
ほけんの窓⼝口  ゴルフ部 89 91 100 104
ザ  ナショナルカントリー倶楽部埼⽟玉 柳柳⽥田  和則 武部  篤始 関⼭山  雄⼀一 0
チームちちぶー 98 85 102 _̲_̲
株式会社⽇日⽴立立システムズ 早川  正昭 鎌⽥田  信也 畑  孝治 南後  明宏
いつもツイッターズ 93 97 99 107
株式会社⽇日⽴立立システムズ 南澤  昭徳 ⼭山⼝口  勝好 川上  ⾼高幸 今井  ⼀一雄
ライジングサン 95 114 94 117
有限会社イズ 本⼭山  雄貴 ⼤大森  義浩 吉元  幸次郎郎 0
New  イズ 107 108 122 _̲_̲

〔条件〕
コース：6,663yards（Par72）
天候：晴れ、北北⻄西の⾵風（5m）
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