
関東A地区予選 2018.9.17
太平洋クラブ美野⾥コース

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
⽔⼾・ゴルフ・クラブ 河内 喜⽂ ⾦⼦ 壽波留 ⽊名瀬 和重 根本 幸範
⽔⼾ゴルフクラブBPN 76 83 73 77

セントラルゴルフクラブ ⼩倉 ⿓ ⽊内 登喜雄 ⼤嵜 哲也 中村 哲也
⼤槻智春応援団 76 74 80 78
グランドスラムカントリークラブ ⼩松 貞則 ⼭井 学 鈴⽊ 健⼀ 平塚 政幸
チームB 78 78 78 78
取⼿桜ヶ丘ゴルフクラブ ⽥畑 祐明 盛永 哲也 倉本 泰久 清⽔ 睦夫
チェリーズ 83 80 83 72
サンヒルズカントリークラブ ⼭内 ⼀晃 天川 主税 神笠 健司 ⾦沢 太⻯
サンヒルズカントリークラブ Aチーム 83 78 82 75
グランドスラムカントリークラブ 久光 征⾏ ⻲⼭ 潤⼀ ⾼橋 宏治 佐藤 学
チームグランドスラム No1 79 85 85 72

埼⽟国際ゴルフ倶楽部 ⾦⼦ 茂⾏ 伊禮 進 ⼤柳 博也 川部 真⼀
TEAM 埼国A 82 81 79 81
東ノ宮カントリークラブ ⾕嶋 佳広 ⾕⼝ 保 島⽥ ⽂夫 古橋 松男
へっぽこチーム 71 85 85 88
⼤成建設株式会社 ⾼松 邦成 遠藤 ⼤介 佐藤 聖児 野⽥ 泰⽣
⼤成建設ゴルフ部 84 75 83 92
サンヒルズカントリークラブ 廣⽥ 光庸 加藤 章嘉 栗原 秀記 北島 雅彦
マッサーホーン 92 81 84 78
東京五⽇市カントリークラブ 菅本 良治 百瀬 哲也 ⽥中 泰弘 栗⽣ 和幸
スキンズ 84 82 83 89
埼⽟国際ゴルフ倶楽部 宮本 匡泰 北 孝好 佐藤 ⻯司 加⼭ 隆浩
TEAM 埼国B 89 79 81 91
ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 町井 雄⼀ 仁⽥ 敬 武内 保敏 猪瀬 嘉弘
チームケニータ 81 83 91 87
津久井湖ゴルフ倶楽部 ⼭岡 俊成 川崎 公裕 北村 和也 深澤 努
サムライTGC 80 101 85 87
ADG 柏原 秀彦 ⽮澤 雅之 斎藤 公⼀ 野井 俊聡
タフ(TOUGH) 83 87 97 83
富⼠通エフ・アイ・ピー株式会社 ⼩路 昭彦 密村 隆⼈ 池⽥ 浩司 佐々松 浩
ゴルフ部 85 82 86 102
武蔵カントリークラブ 中村 元喜 相沢 保⺒ 林 靖浩 岡⽥ 義和
チームM 92 84 85 86
株式会社安藤・間 富⽥ 正開 ⻄ 幸寿 古賀 俊⾂ ⼩⽥ 剛史
安藤ハザマ 101 88 86 88
KDDI株式会社 ⽥中 智和 ⽵友 慶 喜⽥ 健 五⽉⼥ 芳克
MGA 97 84 96 86
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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

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
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株式会社ライフプラザパートナーズ ⽵⽥ 泰之 0 松原 伸夫 ⽥畑 厚司
TEAM TAKEDA 102 __ 80 104

〔条件〕
コース：6,611yards（Par72）
天候：晴れ、南⻄の⾵（3m）
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