
関東B地区予選 2017.10.9
豊⾥里里ゴルフクラブ

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
常陽カントリー倶楽部 ⼭山本  博英 中島  道宣 永岡  頼之 秋元  忠勝
ドンキーカルテット 76 72 81 77

⼤大平台カントリークラブ 加藤  明夫 ⻄西埜  誠洋 ⼤大⾕谷  ⽇日出雄 瀬⼝口  卓
⼤大平台カントリークラブAチーム 80 78 78 75
郡⼭山ゴルフ倶楽部 ⻫斉藤  啓⾏行行 佐々⽊木  学 遠藤  孝 藤村  紀孝
郡⼭山ゴルフ倶楽部研修会Ｃ 80 82 70 81
⼤大成建設株式会社 ⾼高松  邦成 佐藤  聖児 中塚  功⼆二 遠藤  ⼤大介
⼤大成建設ゴルフ部 78 81 79 77
プレステージカントリークラブ 穐元  義和 百塚  誠 間野  卓彦 景⼭山  厚
プレステージ友の会 79 79 82 88
ゴールド栃⽊木プレジデントカントリークラブ 桜井  知⾏行行 ⽥田代  健 市⽑毛  孝男 植原  ⼤大作
三浦軍団紅⾦金金 94 81 86 78
成⽥田東カントリークラブ ⽯石⽥田  浩史 狩⽣生  英⼠士 ⽮矢野  学 ⿑齊藤  泰郎郎
チームB 84 77 85 87

⾼高麗麗川カントリークラブ 森  重信 牧野  ⿓龍龍⼀一郎郎 ⼩小林林  徳弘 ⻑⾧長⾕谷川  悟
Ks 78 84 87 84
⻑⾧長太郎郎カントリークラブ 佐藤  和彦 ⽚片岡  嘉久 北北澤  道夫 新井  則明
酔拳 82 85 79 87
⼤大宮カントリークラブ ⼤大橋  武広 前原  信夫 福⼭山  栄⼀一 佐野  英⽣生
⼤大宮カントリー 80 87 84 84
センコー株式会社 伊藤  知彦 平野  剛 ⾼高橋  毅 塚野  元基
チームセンコー 89 82 79 87
富岡倶楽部 多賀⾕谷  不不⼆二雄 岡部  康博 ⽯石⽥田  安男 五⼗十嵐嵐  清
富岡倶楽部アスリート 84 85 85 81
芦の湖カントリークラブ 伊藤  ⼤大輔 ⻑⾧長⾕谷川  隆秀 ⻑⾧長⾕谷  公広 佐藤  智治
シャンキーズ 82 87 82 87
有限会社⼤大成ハウジングセンター 荒井  信之 岸⽥田  達哉 荒井  眞⼀一 ⼩小野寺  亮亮
⼤大成ハウジングセンター 103 NR 71 86
取⼿手国際ゴルフ倶楽部 島本  裕之 松本  信輔 渋澤  卓也 佐々  久之
チームTKG 84 89 81 92
株式会社すかいらーく 姫野  稔 ⾦金金⾕谷  実 ⽚片⼭山  信⾏行行 篠崎  巌
すかいらーく 89 85 97 81
⿅鹿鹿沼カントリークラブ 伊藤  隆雄 ⼤大塚  康正 岩崎  祐志 岸本  孝之
根っこ隊 85 105 85 88
プルデンシャル⽣生命保険株式会社 塩⽥田  哲夫 岡安  秀明 三浦  裕之 ⼟土井  英幸
チームカモン 87 91 86 92
⼤大平台カントリークラブ 岡野  茂樹 池⾕谷  圭司 瀬⼝口  義広 中嶋  誠
⼤大平台Cチーム 93 93 87 84
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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
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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



ゴルフ5カントリーサニーフィールド 清⽔水  洋⼀一 沼⽥田  久 ⾼高沢  敦志 舘  陽⼦子
チーム夢造 90 96 82 93
カントリークラブザレイクス 宮形  光貴 ⽥田村  杉夫 篠原  恭之 横⽥田  悟
レイクスZ 92 93 104 92

〔条件〕
コース：6,667yards（Par72）
天候：晴れ、南東の⾵風（1m）
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