
2017.9.18

太平洋クラブ美野⾥里里コース

〔 　アウトコース 　〕 関東A地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

吉⾼高神  佐俊 ⻄西⽥田  哲三 古川  秀⼀一 鈴鈴⽊木  貴⼈人

⾺馬飼野  浩之 今井  悟 吉川  振⼀一 織原  智昭

加藤  章嘉 廣⽥田  光庸 東  英樹 ⼩小野  拓拓也

⼩小松  貞則 相樂樂樂樂  康雄 ⽥田中  光 邨⼭山  努

武内  保敏 町井  雄⼀一 曽根  正昭 ⾼高井  英⾏行行

篠⽥田  徳明 中村  正⾂臣 多賀⾕谷  不不⼆二雄 ⽯石⽥田  安男

飯⽥田  康明 河井    雅史 野崎  和吉 藤川  裕⼀一

⽟玉橋  豊 ⻄西川  賢太 櫻井  堅隆 久保⽥田  和志

⾕谷⼝口  保 古橋  松男 岡⽥田  和也 丸⼭山  浩太郎郎

⾕谷嶋  佳広 島⽥田  ⽂文夫 成⽥田  宏 ⼤大渡  信

⼭山岡  俊成 久光  征⾏行行 ⻲亀⼭山  潤⼀一

9 8:30
東ノ宮カントリークラブ・へっぽこチーム Veeva  Japan  KK・Veeva

10 8:37
東ノ宮カントリークラブ・へっぽこチーム 株式会社ジンテック・ジンテックゴルフ研究室

11 8:45
津久井湖ゴルフ倶楽部・サムライTGC グランドスラムカントリークラブ・チームグランドスラム  Revenge  Men

7 8:15
⽔水⼾戸レイクスカントリークラブ・チームねばーる 株式会社ベルクラシック東京・チームベルクラ

8 8:22
サラブレッドカントリークラブ・carioca 太平洋アソシエイツ・県南ʻ‘ｓ

5 8:00
ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ・TEAM  WINDSOR あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・ADゴルフ部

6 8:07
浅⾒見見ゴルフ倶楽部・浅⾒見見CHANPS 富岡倶楽部・富岡倶楽部アスリート

3 7:45
サンヒルズカントリークラブ・マッサーホーン 東松⼭山カントリークラブ・Silver  Rock

4 7:52
グランドスラムカントリークラブ・チームグランドスラムB JGMやさと⽯石岡ゴルフクラブ・パターは左打ち

1 7:30
鷹ゴルフクラブ・⻄西哲ホークス JGMセベバレステロスゴルフクラブいわき・FS2E

2 7:37
ザ・ゴルフクラブ⻯竜ヶ崎・チーム  ザ⻯竜 太平洋アソシエイツ・ミノリーズ

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2017.9.18

太平洋クラブ美野⾥里里コース

〔 　インコース 　〕 関東A地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

⾦金金川  基晴 松本  光央 中川  ⽂文彦 鈴鈴⽊木  康⼆二

橋本  要 飯塚  寿郎郎 針尾  保治

北北島  雅彦 栗栗原  秀記 上原  岳 ⼤大久保  光彦

⼭山井  学 鈴鈴⽊木  健⼀一 ⻫斉藤  康宏 遠藤  克⼈人

栗栗⼭山  裕秀 猪瀬  嘉弘 中村  保之 加藤  亮亮治

川⼾戸  喜実 ⽮矢⼝口  武之 岡部  康博 ⾼高橋  栄作

岡⽥田  典久 南雲  和弘 菅  雅俊 市川  良良明

佐藤  広志 鈴鈴⽊木  与志夫 池⽥田  ⽂文典 島村  伸⼀一

岡村  崇 村上  ⻯竜⼆二 佐藤  三智雄 島津  浩

川崎  公裕 北北村  和也 ⼩小野  明雄 ⾼高橋  宏治

8 8:22
サラブレッドカントリークラブ・carioca 太平洋アソシエイツ・県南ʻ‘ｓ

10 8:45
津久井湖ゴルフ倶楽部・サムライTGC グランドスラムカントリークラブ・チームグランドスラム  Revenge  Men

9 8:37
Veeva  Japan  KK・Veeva 株式会社ジンテック・ジンテックゴルフ研究室

6 8:07
浅⾒見見ゴルフ倶楽部・浅⾒見見CHANPS 富岡倶楽部・富岡倶楽部アスリート

7 8:15
⽔水⼾戸レイクスカントリークラブ・チームねばーる 株式会社ベルクラシック東京・チームベルクラ

4 7:52
グランドスラムカントリークラブ・チームグランドスラムB JGMやさと⽯石岡ゴルフクラブ・パターは左打ち

5 8:00
ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ・TEAM  WINDSOR あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・ADゴルフ部

2 7:37
ザ・ゴルフクラブ⻯竜ヶ崎・チーム  ザ⻯竜 太平洋アソシエイツ・ミノリーズ

3 7:45
サンヒルズカントリークラブ・マッサーホーン 東松⼭山カントリークラブ・Silver  Rock

1 7:30
鷹ゴルフクラブ・⻄西哲ホークス JGMセベバレステロスゴルフクラブいわき・FS2E

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



※競技当⽇日、⽋欠席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更更になる場合があります。

⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権

競技委員⻑⾧長 　豊島  豊

〔  受付開始  〕 6時15分

※ご案内のスタート時間（40分前）までにご来場、受付をお済ませ下さい。

〔  緊急連絡先  〕 運営本部  080-‐‑‒6578-‐‑‒1414（⼤大会事務局の受付時間外及び競技当⽇日の連絡先）


