
関東C地区予選 2018.10.31
嵐⼭カントリークラブ

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
オリムピックナショナルゴルフクラブ 太⽥ 秀樹 村⼭ 浩伸 ⿊滝 公彦 ⽥中 良博
⾶べばいいってもんじゃねぇんだよ！ 78 80 76 80

⼩⽥原ゴルフ倶楽部 ⽇動御殿場コース 横⼭ 喜代春 安藤 彰浩 井出 務 清野 誠
チーム⽇動 79 93 77 81
郡⼭ゴルフ倶楽部 藤村 紀考 遠藤 孝 佐々⽊ 学 横⽥ ⻯汰
郡⼭ゴルフ倶楽部研修会 82 77 84 84
嵐⼭カントリークラブ ⻘⽊ 洋⼀郎 関澤 誠 岡⽥ 光史 平井 浩史
嵐⼭ゼロファイターB 86 81 78 88
⻘梅ゴルフ倶楽部 ⼭⽥ 誠 畔上 隆治 北浦 隆史 村上 ⼤介
⻘梅ゴルフクラブHG 92 83 81 81
嵐⼭カントリークラブ ⾦井 篤司 冨永 ⿓介 岩⽥ 善信 船橋 数晃
嵐⼭ゼロファイターA 86 83 84 82
東松⼭カントリークラブ 東 英樹 ⼤久保 光彦 ⼩野 拓也 上原 久幸
Silver Rock Ⅱ 83 84 84 85
⽇⾼カントリークラブ 久保⽥ 俊昭 ⾼橋 昌美 津村 ⻯浩 ⽔野 潤⼀
チーム⽇⾼ 86 84 85 84

中津川カントリークラブ 森⼭ 直樹 榎本 雄⽂ ⽯井 卓昌 鈴⽊ 秀雄
中津川チャンピオンズ 93 83 83 87
越⽣ゴルフクラブ ⾼⾒澤 亨 ⼩林 好司 ⼭⼝ 幸雄 ⻘柳 有三
OMC Bチーム 81 86 90 87
JGMベルエアゴルフクラブ ⽯⽥ 三男 武井 悟 ⼩⾒ 康雄 ⼩出 憲治
寝過ごして、横さん 82 87 87 87
東松苑ゴルフクラブ 中道 剛 奥⼭ ⻯也 岡本 正幸 伊藤 公雄
東京ロマンチック 89 83 90 84
寄居カントリークラブ ⽴⽯ 和彦 鈴⽊ 剛 ⼭⽥ 豊 内野 克典
サイアム オールド 96 84 84 93
相武カントリー倶楽部 平 智 ⼩⼭ 洋⼆郎 坂本 ⻯⼈ 佐宗 正幸
相武カントリークラブ 84 90 90 88
中津川カントリークラブ 元⽊ ⼀利 阿部 光博 保⽊本 亘 ⼩島 勝⼀
中津川倶楽部 88 93 94 82
住友不動産販売株式会社 ⽯井 亜⾨ 井上 雄⼆朗 ⼭⽥ 恵⾥ 岡部 恵理佳
住友・ステップBチーム 92 88 98 90
中津川カントリークラブ 秦 晴彦 横瀬 健 星 浩朗 菅原 稔
中津川クリニック 94 88 91 93
住友不動産販売株式会社 本堂 優⼈ 井出 岳志 佐藤 直樹 栗原 浩司
住友・ステップAチーム 95 107 92 85
プルデンシャル⽣命保険株式会社 宗藤 真司 對⾺ 英樹 ⼩⼭ 聡章 ⽶⾕ 直樹
冗談スピース 93 94 90 93

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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住友不動産販売株式会社 岸野 雄樹 徳原 知⼰ ⾵間 ⼤介 塩澤 好孝
住友・ステップCチーム 90 89 109 107
越⽣ゴルフクラブ 丸⼭ 勲志 岩本 広栄 松原 元典 0
OMC Cチーム 98 99 89 __

〔条件〕
コース：6,725yards（Par72）
天候：晴れ、北北⻄の⾵（5m）
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