
2017.11.7

⼤大利利根カントリークラブ（東コース）

〔 　アウトコース 　〕 関東D地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

⾕谷藤  信男 東館  修⼀一 佐藤  ⼒力力 内⽥田  裕

⻫斉藤  隆夫 ⽷糸井  繁夫 岩瀬  賢治 宮脇  裕之

菅原  善隆 柳柳川  ⼀一嘉 梛⽊木  広信 渡久地  孝

廣瀬  浩⼆二 鈴鈴⽊木  悟 内⽥田  邦広 星名  靖史

尾渡  ⼀一夫 佐藤  浩⼆二 清⽔水  孝弘 三上  哲⼈人

元⽊木  ⼀一利利 ⼩小島  勝⼀一 ⼩小沼  隆史 菱菱倉  健⼀一

佐藤  正樹 永野  誠 清⽔水  勝⼀一 遠藤  圭吾

⼭山内  ⼀一晃 天川  主税 潮⽥田  ⼀一 ⼭山⽥田  修三

⻑⾧長沢  昌彦 神笠笠  健司 前⽥田  修 ⽯石橋  雄哉

⽊木村  和紀 ⾼高橋  和博 光⼭山  富夫 渡部  順

中⽥田  ⾠辰辰悟 堀切切  郁夫 関本  勝 ⽚片岡  弘幸

10 9:12
宍⼾戸ヒルズカントリークラブ・KAZZ100％ 株式会社アビバホールディングス・チームANYFITFIT（エニフィット）

11 9:20
⼤大利利根カントリークラブ・Team  45 上総モナークカントリークラブ・TEAM上総モナーク

8 8:56
サンヒルズカントリークラブ・サンヒルズカントリークラブAチーム 株式会社AOI  Pro.・AOI  Pro.

9 9:04
サンヒルズカントリークラブ・チームサンヒルズC アクシネットジャパンインク・Devoted  husband

6 8:40
中津川カントリークラブ・中津川#20465楽部 株式会社⽇日⽴立立システムズ・TKH54

7 8:48
京葉葉カントリークラブ・チームKY 清⽔水建設株式会社・SCゴルフ研修会

4 8:24
栃⽊木カントリークラブ・練成会 株式会社RGC・RGC

5 8:32
⽔水⼾戸・ゴルフ・クラブ・匠 ソニー⽣生命保険株式会社・エグゼⅣ

2 8:08
東松⼭山カントリークラブ・チーム東松⼭山艶男 オリムピックカントリークラブレイクつぶらだコース・イケイケつぶらだ

3 8:16
鴻巣カントリークラブ・7676（ナムナム） 勝浦ゴルフクラブ・たかし軍団

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 8:00
児⽟玉カントリー倶楽部・77の会 美⾥里里ゴルフクラブ・チームMISATO



2017.11.7

⼤大利利根カントリークラブ（東コース）

〔 　インコース 　〕 関東D地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

池⽥田  克男 飯島  正美 佐藤  秀樹 ⾼高⽻羽  琢⼆二

芳須  康次 伊藤  隆⼆二 栗栗本  智充 岩下  泰佳

佐々⽊木  康雄 福⼭山  栄⼀一 宮⾥里里  将司 中嶋  智重

増⽥田  益廣 井上  勇 ⻄西沢  寛 園⽥田  政道

⽯石澤  靖久 園部  昇 髙岸  昌宏 牧原  広和

阿部  光博 保⽊木本  亘 鶴⽥田  浩之 ⻲亀元  秀幸

江尻  勉 渋⾕谷  功 鈴鈴⽊木  徹也 ⾼高橋  剛

平林林  哲也 和賀井  博章 ⼤大⽇日  健 横地  良良介

貴島  和紀 ⾼高橋  是光 ⼩小林林  ⼤大三 沢⽥田  季⽣生

芹澤  陽⼆二郎郎 村越  元彰 ⾕谷繁  元信 光⼭山  成夫

⼭山⼝口  雅司 ⻫斉藤  広⺒巳 ⽯石⽥田  哲次郎郎 江利利川  吾郎郎

※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45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）

10 9:12
宍⼾戸ヒルズカントリークラブ・KAZZ100％ 株式会社アビバホールディングス・チームANYFITFIT（エニフィット）

11 9:20
⼤大利利根カントリークラブ・Team  45 上総モナークカントリークラブ・TEAM上総モナーク

8 8:56
サンヒルズカントリークラブ・サンヒルズカントリークラブAチーム 株式会社AOI  Pro.・AOI  Pro.

9 9:04
サンヒルズカントリークラブ・チームサンヒルズC アクシネットジャパンインク・Devoted  husband

6 8:40
中津川カントリークラブ・中津川#20465楽部 株式会社⽇日⽴立立システムズ・TKH54

7 8:48
京葉葉カントリークラブ・チームKY 清⽔水建設株式会社・SCゴルフ研修会

4 8:24
栃⽊木カントリークラブ・練成会 株式会社RGC・RGC

5 8:32
⽔水⼾戸・ゴルフ・クラブ・匠 ソニー⽣生命保険株式会社・エグゼⅣ

2 8:08
東松⼭山カントリークラブ・チーム東松⼭山艶男 オリムピックカントリークラブレイクつぶらだコース・イケイケつぶらだ

3 8:16
鴻巣カントリークラブ・7676（ナムナム） 勝浦ゴルフクラブ・たかし軍団

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 8:00
児⽟玉カントリー倶楽部・77の会 美⾥里里ゴルフクラブ・チームMISATO


