
2017.10.9

豊⾥里里ゴルフクラブ

〔 　アウトコース 　〕 関東B地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

⽯石⽥田  浩史 狩⽣生  英⼠士 多賀⾕谷  不不⼆二雄 岡部  康博

⼭山本  博英 中島  道宣 森  重信 牧野  ⿓龍龍⼀一郎郎

伊藤  隆雄 ⼤大塚  康正 宮形  光貴 ⽥田村  杉夫

穐元  義和 間野  卓彦 姫野  稔 ⾦金金⾕谷  実

三浦  周也 ⽥田代  健 清⽔水  洋⼀一 沼⽥田  久

伊藤  ⼤大輔 ⻑⾧長⾕谷川  隆秀 伊藤  知彦 平野  剛

菅原  ヨシタカ 柳柳川  ⼀一嘉 南澤  昭徳 ⼭山⼝口  勝好

中原  美晴 ⾼高橋  道弘 松⽥田  喜則 冨樫  総平

加藤  明夫 ⻄西埜  誠洋 荒井  信之 岸⽥田  達也

岡野  茂樹 池⾕谷  圭司 佐藤  和彦 ⽚片岡  嘉久

⻫斉藤  啓⾏行行 佐々⽊木  学 塩⽥田  哲夫 岡安  秀明

⼤大橋  武広 前原  信夫 髙松  邦成 佐藤  聖児

島本  裕之 松本  信輔 中塚  功⼆二 遠藤  ⼤大介

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 8:35
成⽥田東カントリークラブ・チームB 富岡倶楽部・富岡倶楽部アスリート

4 8:56
プレステージカントリークラブ・プレステージ友の会 株式会社すかいらーく・すかいらーく

5 9:03
ゴールド栃⽊木プレジデントカントリークラブ・三浦軍団紅⾦金金 ゴルフ5カントリーサニーフィールド・チーム夢造

2 8:42
常陽カントリー倶楽部・ドンキーカルテット ⾼高麗麗川カントリークラブ・Ks

3 8:49
⿅鹿鹿沼カントリークラブ・根っこ隊 カントリークラブザレイクス・レイクスZ

8 9:31
太平台カントリークラブ・チームスガワラ 株式会社帝国ホテル・帝国ホテル

9 9:38
⼤大平台カントリークラブ・⼤大平台カントリークラブAチーム 有限会社⼤大成ハウジングセンター・⼤大成ハウジングセンター

6 9:10
芦の湖カントリークラブ・シャンキーズ センコー株式会社・チームセンコー

7 9:24
鴻巣カントリークラブ・7676（ナムナム） 株式会社⽇日⽴立立システムズ・ライジングサン

12 9:59
⼤大宮カントリークラブ・⼤大宮カントリー ⼤大成建設株式会社・⼤大成建設ゴルフ部

13 10:06
取⼿手国際ゴルフ倶楽部・チームTKG ⼤大成建設株式会社・⼤大成建設ゴルフ部

10 9:45
⼤大平台カントリークラブ・⼤大平台Cチーム ⻑⾧長太郎郎カントリークラブ・酔拳

11 9:52
郡⼭山ゴルフ倶楽部・郡⼭山ゴルフ倶楽部研修会Ｃ プルデンシャル⽣生命保険株式会社・チームカモン



2017.10.9

豊⾥里里ゴルフクラブ

〔 　インコース 　〕 関東B地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

⽮矢野  学 ⿑齊藤  泰郎郎 ⽯石⽥田  安男 ⾼高橋  栄作

永岡  頼之 秋元  忠勝 ⼩小林林  徳弘 ⻑⾧長⾕谷川  悟

岩崎  祐志 岸本  孝之 篠原  恭之 横⽥田  悟

百塚  誠 景⼭山  厚 ⽚片⼭山  信⾏行行 篠崎  巌

市⽑毛  孝男 植原  ⼤大作 ⾼高沢  敦志 舘  陽⼦子

⻑⾧長⾕谷  公広 佐藤  智治 ⾼高橋  毅 塚野  元基

佐々⽊木  康雄 ⽯石井  幸⼀一 川上  ⾼高幸 今井  ⼀一雄

菅原  章治 ⽵竹之内  秀⼀一 鷲尾  崇 橋本  公⼭山

⼤大⾕谷  ⽇日出雄 瀬⼝口  卓 荒井  眞⼀一 ⼩小野寺  亮亮

瀬⼝口  義広 中嶋  誠 北北澤  道夫 新井  則明

遠藤  孝 藤村  紀孝 三浦  裕之 ⼟土井  英幸

福⼭山  栄⼀一 佐野  英⽣生 渋澤  卓也 佐々  久之

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 8:35
成⽥田東カントリークラブ・チームB 富岡倶楽部・富岡倶楽部アスリート

4 8:56
プレステージカントリークラブ・プレステージ友の会 株式会社すかいらーく・すかいらーく

5 9:03
ゴールド栃⽊木プレジデントカントリークラブ・三浦軍団紅⾦金金 ゴルフ5カントリーサニーフィールド・チーム夢造

2 8:42
常陽カントリー倶楽部・ドンキーカルテット ⾼高麗麗川カントリークラブ・Ks

3 8:49
⿅鹿鹿沼カントリークラブ・根っこ隊 カントリークラブザレイクス・レイクスZ

8 9:31
太平台カントリークラブ・チームスガワラ 株式会社帝国ホテル・帝国ホテル

9 9:38
⼤大平台カントリークラブ・⼤大平台カントリークラブAチーム 有限会社⼤大成ハウジングセンター・⼤大成ハウジングセンター

6 9:10
芦の湖カントリークラブ・シャンキーズ センコー株式会社・チームセンコー

7 9:24
鴻巣カントリークラブ・7676（ナムナム） 株式会社⽇日⽴立立システムズ・ライジングサン

12 9:59
⼤大宮カントリークラブ・⼤大宮カントリー 取⼿手国際ゴルフ倶楽部・チームTKG

10 9:45
⼤大平台カントリークラブ・⼤大平台Cチーム ⻑⾧長太郎郎カントリークラブ・酔拳

11 9:52
郡⼭山ゴルフ倶楽部・郡⼭山ゴルフ倶楽部研修会Ｃ プルデンシャル⽣生命保険株式会社・チームカモン



※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  〕 7時00分

〔  練習場ご案内  〕 練習場は打席が⼤大変少ないのでご注意ください。

※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）


