
2018.10.8

豊⾥ゴルフクラブ

〔 アウトコース 〕 関東B地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

秋⼭ 裕 林 剛史 横内 義之 川上 智彦

菅原 善隆 柳川 ⼀嘉 ⼿塚 ⾠弥 鈴⽊ 淳⼀

⼤崎 将⾏ 飯⽥ 悠也 島津 忠由 伊東 晴彦

野⼝ 正和 ⾼橋 和⼈ ⼩沼 隆史 菱倉 健⼀

鎌⽥ 栄⼀ 笹原 雅樹 五⼗嵐 清 多賀⾕ 不⼆雄

⼤橋 武広 横⼭ 和治 ⽮澤 雅之 中村 保之

勝⽥ 兵吉 ⽯井 ⼀久 秋⼭ 佳輝 宮下 健

野尻 ⿓次 森⽥ 均 藤井 栄治エドワード ⾕⽔ 克哉

⼩関 廣明 丸⼭ 剛志 佐々⽊ 哲 ⼟屋 孝之

鈴⽊ 昇 ⼯ 晋 荒井 眞⼀ ⼩野寺 亮

⽶𥔎 尚⼦ ⽶𥔎 賢⼀ ⽯⽥ 浩史 狩⽣ 英⼠

佐藤 和彦 ⽚岡 嘉久 穐元 義和 間野 卓彦

⼭本 秀昌 勝亦 優甫 ⻘⽊ 芳清 末⽥ 浩⼀

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 8:49
宍⼾ヒルズカントリークラブ・ターゲット230 株式会社三菱UFJ銀⾏・MUFG-A

4 8:56
鷹ゴルフクラブ・男気会 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS-A

1 8:35
南総カントリークラブ・南総御膳+100円 武蔵松⼭カントリークラブ・BM会

2 8:42
鴻巣カントリークラブ・7676 南総カントリークラブ・ショットは右利きパターは左

7 9:17
成⽥ゴルフ倶楽部・成⽥ゴルフ倶楽部 伊東カントリークラブ・伊東カントリークラブ

8 9:31
皐⽉ゴルフ倶楽部 ⿅沼コース・⽉⼀会 エーオンジャパン株式会社・Aon United

5 9:03
栃⽊ヶ丘ゴルフ倶楽部・体脂肪100 富岡倶楽部・チーム富岡アスリート

6 9:10
⼤宮カントリークラブ・OCC あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・タフ(TOUGH)

11 9:52
あさひヶ丘カントリークラブ・はな〜ʼS 成⽥東カントリークラブ・チームB

12 9:59
⻑太郎カントリークラブ・酔拳2 プレステージカントリ－クラブ・プレステージカントリークラブ友の会

9 9:38
スターツ笠間ゴルフ倶楽部・チームスターツGC 島津ｻｲｴﾝｽ東⽇本株式会社・SSE

10 9:45
カントリークラブ・ザ・レイクス・⼥房が⼀番！ 有限会社⼤成ハウジングセンター・ケセラセラ

13 10:06
沼津ゴルフクラブ・team SAWADA 粋な暴れんジャー 富国⽣命保険相互会社・Team FGG



2018.10.8

豊⾥ゴルフクラブ

〔 インコース 〕 関東B地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

渡邊 毅晴 菅原 秀⼈ 湊 弘充 新井 国博

佐々⽊ 康雄 ⽯井 幸⼀ 村上 雄太 ⼩川 恭伸

⻘⽊ 亮介 浜本 ⾏記 中村 研⼀郎 加藤 忠

梶⾕ 卓⽮ ⽵下 健太 早川 正昭 ⻲元 秀幸

⽣形 幸政 村⽥ 全功 岡部 康博 ⾼橋 栄作

佐野 英⽣ 福⼭ 栄⼀ 平岡 博 野井 俊聡

⾺⽬ 時宗 信岡 史将 ⾼橋 弘幸 ⽥京 秀⼀

岡安 達也 荒井 惣司 世羅 英⼆ 川波 豊

安達 忠治 紺井 秀剛 鈴⽊ 康⼈ 陶⼭ ⾼弘

佐藤 隆⼀ 森⼭ 裕 荒井 信之 岸⽥ 達哉

杉⽥ 治美 佐藤 勉 ⽮野 学 ⿑藤 泰郎

伊藤 柳⼀ 鈴⽊ 栄 松永 敬介 百塚 誠

新井 則明 北澤 道夫 ⼩林 潔 渥美 勝

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 8:35
南総カントリークラブ・南総御膳+100円 武蔵松⼭カントリークラブ・BM会

4 8:56
鷹ゴルフクラブ・男気会 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS-A

5 9:03
栃⽊ヶ丘ゴルフ倶楽部・体脂肪100 富岡倶楽部・チーム富岡アスリート

2 8:42
鴻巣カントリークラブ・7676 南総カントリークラブ・ショットは右利きパターは左

3 8:49
宍⼾ヒルズカントリークラブ・ターゲット230 株式会社三菱UFJ銀⾏・MUFG-A

8 9:31
皐⽉ゴルフ倶楽部 ⿅沼コース・⽉⼀会 エーオンジャパン株式会社・Aon United

9 9:38
スターツ笠間ゴルフ倶楽部・チームスターツGC 島津ｻｲｴﾝｽ東⽇本株式会社・SSE

6 9:10
⼤宮カントリークラブ・OCC あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・タフ(TOUGH)

7 9:17
成⽥ゴルフ倶楽部・成⽥ゴルフ倶楽部 伊東カントリークラブ・伊東カントリークラブ

12 9:59
沼津ゴルフクラブ・team SAWADA 粋な暴れんジャー プレステージカントリ－クラブ・プレステージカントリークラブ友の会

13 10:06
⻑太郎カントリークラブ・酔拳2 富国⽣命保険相互会社・Team FGG

10 9:45
カントリークラブ・ザ・レイクス・⼥房が⼀番！ 有限会社⼤成ハウジングセンター・ケセラセラ

11 9:52
あさひヶ丘カントリークラブ・はな〜ʼS 成⽥東カントリークラブ・チームB



※競技当⽇、⽋席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更になる場合があります。

⽇本クラブチームゴルフ選⼿権

競技委員⻑ 岡 正和

〔 受付開始 〕 7時00分

※ご案内のスタート時間（40分前）までにご来場、受付をお済ませ下さい。

〔 緊急連絡先 〕 運営本部 080-6578-1414（⼤会事務局の受付時間外及び競技当⽇の連絡先）


