
2017.10.19

嵐嵐⼭山カントリークラブ

〔 　アウトコース 　〕 関東C地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

⼩小林林  昌信 内⽥田  滋 佐藤  ⼒力力 中島  淳

髙橋  努 岡⽥田  吉富 内⽥田  裕 ⾼高本  博之

⾦金金⼦子  理理 永井  秀史 ⾼高⾒見見澤  亨 ⼭山⼝口  幸雄

⼩小関  法⾏行行 伊藤  浩紀 菅本  良良治 栗栗⽣生  和幸

渡辺  久幸 ⼟土⽅方  進 渡邉  明稔 ⽩白⼾戸  翔

林林  靖浩 岡⽥田  義和 平本  達哉 後藤  達

佐野  知⼤大 ⽇日⽐比⽣生  賢⼀一 眞﨑  敏寛 富⽥田  ⽂文雄

堀⽶米  裕⼆二 関⾕谷  剛 ⼾戸塚  尚夫 市川  浩

⼤大場  邦夫 渡辺  治⼈人 ⻄西村  嘉晃 ⻄西村  和夫

⼭山浦  雅彦 ⽐比⽥田井  政⼈人 近藤  貴久 宮本  充

内野  克典 武内  孝⽂文 牧野  光洋 望⽉月  利利男

梶⾕谷  卓⽮矢 遠⼭山  光男 加藤  繁道 ⾼高⽥田  善透

⽯石⽥田  三男 武井  悟 ⼤大⽯石  和延 ⽩白⽯石  康博

稲⽥田  裕⾏行行 ⽚片瀬  博幸 ⼤大塚  武 ⼥女女ヶ沢  勝之

増澤  司 ⽯石原  卓幸 前⽥田  英⼈人 ⽥田⾼高  和之

14 9:22
豊科カントリー倶楽部・まめ太郎郎 株式会社SUBARU・SUBARU2016

15 9:30
豊科カントリー倶楽部・Team⽡瓦屋 株式会社SUBARU・SUBARU2017

12 9:06
鷹ゴルフ倶楽部・鷹ゴルフ男気会 伊藤忠エネクス株式会社・エネクス

13 9:14
JGMベルエアゴルフクラブ・チーム  ニグロ 株式会社BSホールディングスグループ・ニレンジャーと⼀一緒

10 8:50
佐久春⽇日野カントリークラブ・heta4 ショールームアマウント・ショールームアマウント

11 8:58
寄居カントリークラブ・寄居A 牧野電設⼯工業株式会社・牧野電設

8 8:26
おおむらさきゴルフ倶楽部・FB会 妙義カントリークラブ・チームIYUT

9 8:42
⼤大相模カントリークラブ・チームK 真名⼦子カントリー倶楽部・真名⼦子カントリー最強軍団

6 8:10
武蔵カントリークラブ・チームM 相模原ゴルフクラブ・H3T3

7 8:18
武蔵カントリークラブ・チームKen 茨城ゴルフ倶楽部・シニアブラザーズ

4 7:54
軽井沢⾼高原ゴルフ倶楽部・SINE  QUA  NON 東京五⽇日市カントリークラブ・スキンズ

5 8:02
軽井沢⾼高原ゴルフ倶楽部・チーム  1UP 森林林公園ゴルフ倶楽部・Team-‐‑‒FP

2 7:38
オリムピックカントリークラブ  レイクつぶらだコース・チームつぶらだ 美⾥里里ゴルフ倶楽部・美⾥里里マスターズB

3 7:46
軽井沢⾼高原ゴルフ倶楽部・團（ダン） 越⽣生ゴルフクラブ・OMC  Bチーム

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:30
オリムピックカントリークラブ  レイクつぶらだ・つぶらだ1号 美⾥里里ゴルフ倶楽部・美⾥里里マスターズA



2017.10.19

嵐嵐⼭山カントリークラブ

〔 　インコース 　〕 関東C地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

神保  淳 ⾦金金⽥田  成雄 佐藤  秀樹 野中  章男

関⼝口  哲明 ⼾戸⼝口  浩 鶴之園  将基 原  ⼀一雄

服部  哲 渡部  隆夫 ⻘青柳柳  有三 ⼩小林林  好司

佐藤  誠 陶  章司 百瀬  哲也 ⽥田中  泰弘

清⽔水  雅英 五味  俊彦 ⻄西野  伸幸 住吉  正光

相沢  保⺒巳 中村  元喜 晝間  隆広 ⽇日⽐比⽣生  泰宏

⼟土屋  健次 久⽥田  謙 林林  三郎郎 相⾺馬  聡夫

森⼭山  道悦 丹丹澤  直樹 内⼭山  光⼀一 栁澤  ⽂文彦

⾦金金井  修⼀一 丁野  篤 宮下  和⼰己 江浦  忠

⼭山⼝口  貴広 砥⽯石  健太 ⾼高村  芳郎郎 粕⾕谷  誠⼀一郎郎

⼭山⽥田  豊 鈴鈴⽊木  剛 牧野  良良⼀一 牧野  ⿓龍龍⼀一郎郎

野⼝口  正和 ⾼高橋  和⼈人 ⻘青柳柳  旬 藍藍⼝口  修

⼩小⾒見見  康雄 ⼩小出  憲治 川⽥田  ⻘青澄 為沢  光紀

⼤大原  ⼀一成 ⼤大⽉月  康博 塚越  伸⼀一 齋藤  稔

野⼝口  敦 ⼩小⽯石  雅之 五⼗十嵐嵐  清 星野  浩輝
15 9:30

豊科カントリー倶楽部・Team⽡瓦屋 株式会社SUBARU・SUBARU2017

14 9:22
豊科カントリー倶楽部・まめ太郎郎 株式会社SUBARU・SUBARU2016

12 9:06
鷹ゴルフ倶楽部・鷹ゴルフ男気会 伊藤忠エネクス株式会社・エネクス

13 9:14
JGMベルエアゴルフクラブ・チーム  ニグロ 株式会社BSホールディングスグループ・ニレンジャーと⼀一緒

10 8:50
佐久春⽇日野カントリークラブ・heta4 ショールームアマウント・ショールームアマウント

11 8:58
寄居カントリークラブ・寄居A 牧野電設⼯工業株式会社・牧野電設

8 8:26
おおむらさきゴルフ倶楽部・FB会 妙義カントリークラブ・チームIYUT

9 8:42
⼤大相模カントリークラブ・チームK 真名⼦子カントリー倶楽部・真名⼦子カントリー最強軍団

6 8:10
武蔵カントリークラブ・チームM 相模原ゴルフクラブ・H3T3

7 8:18
武蔵カントリークラブ・チームKen 茨城ゴルフ倶楽部・シニアブラザーズ

4 7:54
軽井沢⾼高原ゴルフ倶楽部・SINE  QUA  NON 東京五⽇日市カントリークラブ・スキンズ

5 8:02
軽井沢⾼高原ゴルフ倶楽部・チーム  1UP 森林林公園ゴルフ倶楽部・Team-‐‑‒FP

2 7:38
オリムピックカントリークラブ  レイクつぶらだコース・チームつぶらだ 美⾥里里ゴルフ倶楽部・美⾥里里マスターズB

3 7:46
軽井沢⾼高原ゴルフ倶楽部・團（ダン） 越⽣生ゴルフクラブ・OMC  Bチーム

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:30
オリムピックカントリークラブ  レイクつぶらだ・つぶらだ1号 美⾥里里ゴルフ倶楽部・美⾥里里マスターズA



※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）


