
関東B地区予選 2018.10.8

豊里ゴルフクラブ

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

南総カントリークラブ 手塚 辰弥 鈴木 淳一 村上 雄太 小川 恭伸

ショットは右利きパターは左 72 74 79 81

伊東カントリークラブ 秋山 佳輝 宮下 健 高橋 弘幸 田京 秀一

伊東カントリークラブ 78 75 80 75

成田ゴルフ倶楽部 勝田 兵吉 石井 一久 馬目 時宗 信岡 史将

成田ゴルフ倶楽部 75 80 78 83

南総カントリークラブ 秋山 裕 林 剛史 渡邊 毅晴 菅原 秀人

南総御膳+100円 75 80 82 80

鷹ゴルフクラブ 野口 正和 高橋 和人 梶谷 卓矢 竹下 健太

男気会 89 79 71 85

プレステージカントリ−クラブ 穐元 義和 間野 卓彦 松永 敬介 百塚 誠

プレステージカントリークラブ友の会 85 82 79 78

宍戸ヒルズカントリークラブ 大崎 将行 飯田 悠也 青木 亮介 浜本 行記

ターゲット230 83 82 78 84

カントリークラブ・ザ・レイクス 鈴木 昇 工 晋 佐藤 隆一 森山 裕

女房が一番！ 81 87 78 84

成田東カントリークラブ 石田 浩史 狩生 英士 矢野 学 齊藤 泰郎

チームB 82 79 82 88

栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 鎌田 栄一 笹原 雅樹 生形 幸政 村田 全功

体脂肪100 80 84 81 84

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 矢澤 雅之 中村 保之 平岡 博 柏原 秀彦

タフ(TOUGH) 81 95 83 81

大宮カントリークラブ 大橋 武広 横山 和治 佐野 英生 福山 栄一

OCC 78 83 85 92

株式会社三菱UFJ銀行 島津 忠由 伊東 靖彦 中村 研一郎 加藤 忠

MUFG-A 81 84 82 85

沼津ゴルフクラブ 山本 秀昌 勝亦 優甫 伊藤 柳一 鈴木 栄

team SAWADA 粋な暴れんジャー 90 74 84 89

鴻巣カントリークラブ 菅原 善隆 柳川 一嘉 佐々木 康雄 石井 幸一

7676 87 82 81 85

長太郎カントリークラブ 佐藤 和彦 片岡 嘉久 新井 則明 北澤 道夫

酔拳2 90 83 82 85

富岡倶楽部 五十嵐 清 多賀谷 不二雄 岡部 康博 石田 安男

チーム富岡アスリート 83 83 84 92

皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 野尻 龍次 森田 均 岡安 達也 荒井 惣司

月一会 78 91 82 92

武蔵松山カントリークラブ 横内 義之 川上 智彦 湊 弘充 新井 国博

BM会 86 88 85 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

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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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

富国生命保険相互会社 青木 芳清 末田 浩一 小林 潔 渥美 勝

Team FGG 94 85 84 102

スターツ笠間ゴルフ倶楽部 小関 廣明 丸山 剛志 安達 忠治 紺井 秀剛

チームスターツGC 84 92 101 88

株式会社日立システムズ 小沼 隆史 亀元 秀幸 南後 明宏 山口 勝好

HISYS-A 85 86 94 103

有限会社大成ハウジングセンター 荒井 眞一 小野寺 亮 荒井 信之 岸田 達哉

ケセラセラ 79 94 102 98

島津ｻｲｴﾝｽ東日本株式会社 佐々木 哲 土屋 孝行 鈴木 康人 陶山 高弘

SSE 99 98 84 92

エーオンジャパン株式会社 藤井 栄治エドワード 谷水 克哉 世羅 英二 川波 豊

Aon United 92 97 91 111

あさひヶ丘カントリークラブ 米崎 尚子 米崎 賢一 杉田 治美 佐藤 勉

はな〜&rsquo;S 123 86 123 115

〔条件〕

コース：6,622yards（Par72）

天候：曇りのち晴れ、東北東の風（2.5m）
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