
関東E地区予選 2018.11.23
東千葉カントリークラブ・東コース

No 所属名／チーム名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 チームスコア
三菱商事株式会社 岸⽥ 佑典 ⼤野 隆平 ⼯藤 昌徳 ⽊全 優
チームMC 80 77 79 72

東千葉カントリークラブ 室野 歩 橋⾕ 有造 福⽥ 亮太 ⼩林 隆寿
チーム東千葉 76 80 80 78
グレンオークスカントリークラブ ⼤原 俊弘 嶺井 和彦 吉原 伸⼀ 津下 昭
グレンオークス 79 90 75 82
サンヒルズゴルフ＆リゾート 加藤 章嘉 北島 雅彦 ⼩野寺 智夫 ⻑沢 昌彦
ツーマッサー 83 83 74 80
成⽥東カントリークラブ 平野 蔵基 加藤 友樹 澤⽥ 和宏 布施 正明
成⽥東同志会 85 79 87 74
ロイヤルスターゴルフクラブ 秋⼭ 努 瀧澤 信⼆ 及川 芳裕 川上 慎⼀
ロイヤルチャンピオンズ 79 84 91 83
⿅島の杜カントリー倶楽部 奥⼭ 昌宏 横倉 康彦 菅⾕ 明 翠川 勝喜
特攻野郎Bチーム 87 83 79 85
株式会社三菱UFJ銀⾏ 河合 祐治 古沢 雅⽂ ⾼倉 永完 林 勇佑
MUFG C 76 98 88 83
株式会社みずほ銀⾏ 坂東 法隆 渡辺 圭介 松本 吉貴 古川 雅也
みずほ銀⾏ゴルフ部 84 82 82 87

芦の湖カントリークラブ 伊藤 ⼤輔 岩崎 秀樹 ⻑⾕ 公広 ⻑⾕川 隆秀
シャンキーズ 86 86 77 92
⼤平台カントリークラブ ⼤⾕ ⽇出雄 ⻄埜 誠洋 瀬⼝ 卓 加藤 明夫
⼤平台カントリークラブAチーム 85 85 83 82
太平洋クラブ 上野 伸悟 ⻲⽥ 泰正 堤 ⿓司 吉野 和伸
チームGPC(崖っぷち) 82 80 89 89
南総カントリークラブ ⻫藤 健治 ⻫藤 正⼈ 中吉 ⾠也 ⽥中 秀幸
Upsetters 84 85 82 89
AOI TYO Holdings 潮⽥ ⼀ 横地 良介 寺⽥ 和⼀ 蛯原 潤
AOI TYO Holdings 89 86 87 80
南総カントリークラブ 蜂⾕ ⼤棋 樋⼝ 隆夫 瀬尾 徹 ⼭崎 寿
インプラントは瀬尾デンタルクリニック 83 82 88 91
函南ゴルフ倶楽部 ⽯井 宏典 森 ⼀洋 ⻘⽊ 勇 佐々⽊ 雄⼆
チームβ 86 82 87 86
猿島カントリー倶楽部 ⽵内 篤 副島 英博 新井 幸正 塚⽥ 光輝
Samg Son 91 82 93 88
三菱商事株式会社 柴⽥ 泰三 ⽮作 彰悟 ⼭内 ⽂明 若⽊ 孝優
チームMC B 88 89 86 90
株式会社帝国ホテル 村松 真樹 鷲尾 崇 松⽥ 喜則 冨樫 総平
帝国ホテルゴルフ部 89 92 90 84
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以上、第5回 ⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2019.5.6 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（東⽇本地区決勝／2019.3.21 ⽯岡ゴルフ倶楽部）へ進出が決定



ほけんの窓⼝グループ株式会社 清⽥ 直⽂ 関根 ⼤輔 佐藤 泰夫 尾崎 隆弘
ほけんの窓⼝グループ ゴルフ部 90 92 85 96
株式会社テレビ朝⽇ 児⽟ 博 北村 和之 横井 隆 吉⽥ 幹
テレビ朝⽇ 80 84 105 108
磯⼦カンツリークラブ 新井 徹 ⽊原 仁 中村 光郎 菊地 泰彦
磯⼦第2研修会 90 91 100 96
イーグルレイクゴルフクラブ 萩原 良男 橋本 実 菊地 弘也 花島 正⼆
イーグルス 92 99 92 100
メットライフ⽣命保険株式会社 梅澤 博幸 井上 和也 前⽥ 昭⼆ 平 隆之
MLJ 102 85 99 106
上総富⼠ゴルフクラブ 鶴⽥ 浩之 早川 正昭 川上 ⾼幸 今井 ⼀雄
K-Hチーム 95 99 98 98
株式会社⽇⽴システムズ 溝⽥ ⼀夫 ⽊下 哲雄 ⼲場 哲弥 鎌⽥ 信也
HISYS-B 91 106 94 109
全⽇空商事株式会社 ⼤沼 祐介 中村 広隆 佐藤 省吾 寺浦 將貴
ANATCゴルフ部 90 110 115 95
⽇伸運輸株式会社 ⼤⾕ 幸司 沼⽥ 義弘 鈴⽊ 政裄 松本 浩⼀
チーム NISSIN 99 111 109 106
チェックメイトカントリークラブ 坪井 親弘 武井 昌彦 深和 義⼈ 松江 晋⼀
チーム･ソレイユ 116 115 105 100

〔条件〕
コース：6,663yards（Par72）
天候：晴れ、北⻄の⾵（2m）
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