
関東D地区予選 2018.11.6
⼤利根カントリークラブ・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
⼤利根カントリークラブ 中⽥ ⾠悟 堀切 郁夫 ⽥中 ⼀弘 ⼭⼝ 雅司
⼤利根クラウンズ 82 81 78 80

妙義カントリークラブ 内堀 秀司 市川 浩 内⼭ 光⼀ 柳澤 ⽂彦
妙義 81 82 81 80
浦和ゴルフ倶楽部 當⿇ 正貴 浅野 博司 松本 正⼈ 濱出 亨
⾃営 86 75 83 85
オールドオーチャードゴルフクラブ ⾕⼝ 英樹 細⾕ 和則 中野 秀昭 ⾦澤 雅之
オーチャーズ 79 82 83 83
⾼麗川カントリークラブ 森 重信 ⻑⾕川 悟 牧野 ⿓⼀郎 ⼩林 徳弘
Kʼs 82 88 74 88
浅⾒ゴルフ倶楽部 篠⽥ 徳明 中村 正⾂ ⽮⼝ 武之 川⼾ 喜美
浅⾒CHAMPS 82 83 80 89
グレンオークスカントリークラブ 坂本 圭吾 池⽥ 匡之 ⽊村 実 ⽯原 卓
メッチーブラザーズ 80 90 88 83

富⼠OGMゴルフクラブ市原コース 菊池 幸⼈ 島⽥ ⻯泰 ⽥城 亨 榎本 盛
チームSOUTH 81 90 91 80
美浦ゴルフ倶楽部 坂 学 和⽥ 和⼰ 粉川 直孝 寺澤 正博
美浦ゴルフ倶楽部アスリート 93 89 77 86
京葉カントリー倶楽部 佐藤 正樹 永野 誠 江尻 勉 渋⾕ 功
チームKY 85 85 86 87
株式会社ものくる 為沢 光紀 川⽥ ⻘澄 才藤 ⼀郎 茂⽊ 宗之
あずみ２ 81 111 98 85
株式会社 AOI Pro. 潮⽥ ⼀ 寺⽥ 和⼀ ⼭⽥ 修三 横地 良介
AOI Pro. 92 84 102 89
オリムピックスタッフ⾜利ゴルフコース 岩渕 智宏 正⽊ 伊三雄 伊藤 孝司 ⼤⽵ 伸吾
Team Moii 94 89 93 85
児⽟カントリー倶楽部 ⾕藤 信男 東館 修⼀ 飯島 正美 池⽥ 克男
77の会 85 87 96 95
株式会社エープル 安藤 英基 ⻑尾 ⼤ 富⽥ 圭吾 相場 隆彰
Team.ANA 80 99 89 99
富⼠OGMゴルフクラブ市原コース ⻘⽊ 敏⾏ 末⽯ 雅彦 ⼤村 雅⼈ ⾦濱 尚
トーショー 89 95 87 113
アメアスポーツジャパン株式会社 岸野 博 岸 昇治 永野 茂雄 中⽥ 昌宏
ASJ-GC 96 88 92 93
伊藤忠エネクス株式会社 ⻄村 邦夫 増⽥ 俊⼆ 佐⼾ 宥哉 鴻上 ⼤介
エネクスA 90 96 93 101
伊藤忠エネクス株式会社 加藤 繁道 藍⼝ 修 ⽥村 貴昭 ⾼⽥ 善透
伊藤忠エネクスB 96 98 105 95
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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BSホールディングス ⼤⽯ 和延 釣部 雅義 ⽯⽥ 雅之 ⽩⽯ 康博
チームあずみ 102 86 105 111

〔条件〕
コース：6,710yards（Par72）
天候：曇りのち⾬、北⻄の⾵（2m）

〔競技経過〕
降⾬の影響により、14:15プレー中断、14:55プレー再開、15:58競技終了となりました。
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