
2020.11.26

浜野ゴルフクラブ

＜アウトコース＞ 関東F地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

野村 太⼀郎 ⼩野 ⻯彦 野⼝ 知嗣 ⼭⽥ 豊

伊藤 ⼤輔 ⻑⾕川 隆秀 新井 徹 鈴⽊ 勇

明⽯ 太郎 待合 勇史 厚⽊ 慎 増⽥ 俊⼆

⽩⾦ 満明 有川 ⻯次 ⾼橋 利哉 神取 佑樹

安藤 広幸 相原 位好 ⽯橋 良⼀也 ⼭ノ上 利充

⼤久保 光彦 ⼩野 拓也 清⽔ 勝⼀ 坂⽥ 好史

⾓⾕ 貴志 岡⽥ 順⼀ 伊東 祥克 ⽯川 徹

樋⼝ 隆夫 鈴⽊ 淳⼀ 荒川 慶量 藤畑 淳平

⻘⽊ 啓 和⽥ 考⾏ ⼊江 健太郎 ⼭本 ⾼明

⼯藤 英⼈ 内藤 裕治 眞﨑 敏寛 相⾺ 聡夫

菊池 幸⼈ 榎本 盛 富⽥ ⽂雄 林 三郎

※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 豊島 豊

千葉カントリークラブ・HARVES 茨城ゴルフ倶楽部・シニアブラザーズ

11 8:49
富⼠市原ゴルフクラブ・SOUTH-T 茨城ゴルフ倶楽部・シニアブラザーズ

7 8:21
東松⼭カントリークラブ・東松⼭カントリークラブ チームB 清⽔建設株式会社・SCゴルフ研修会Bチーム

8 8:28
南総カントリークラブ・BIG and SMALL 京葉カントリークラブ・グランドスラム

9 8:35
南総カントリークラブ・Fly High あさひヶ丘カントリークラブ・あさひヶ丘カントリークラブ

10 8:42

5 8:07
岡部チサンカントリークラブ・岡部Max 秦野カントリークラブ・HATANO R2/T2

6 8:14
東松⼭カントリークラブ・Silver Rock 清⽔建設株式会社・SCゴルフ研修会Aチーム

3 7:53
湘南シーサイドカントリークラブ・チーム FUJISAWA 伊藤忠エネクス株式会社・ENEX GOLF CLUB

4 8:00
岡部チサンカントリークラブ・岡部チサンGチャンズ 姉ヶ崎カントリークラブ・姉ヶ崎カントリー選抜

1 7:39
オリムピックカントリークラブ・ボンチャンズ ⻘梅ゴルフクラブ・⻘梅MIX

2 7:46
芦ノ湖カントリー倶楽部・シャンキーズ 磯⼦カンツリー倶楽部・勇志会

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2020.11.26

浜野ゴルフクラブ

＜インコース＞ 関東F地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

上條 覚 ⾼橋 洋平 中野渡 健 義⼭ 光浩

⻑⾕ 公広 佐藤 智治 菊地 泰彦 中村 光郎

倉橋 学滋 河邊 博和 ⻄村 邦夫 加藤 繁道

⼤内⽥ 慎⼀郎 ⽥辺 昌彦 永井 貴之 傍島 伸之

笠原 伸夫 林 久仁彦 阿部 俊幸 松並 良

東 英樹 上原 岳 鈴⽊ 徹也 ⽵⼭ 鎮佑

春⼭ 裕⽔ 飯島 良浩 梅⽊ 久美 蕪⽊ 茂倫

⼿塚 ⾠弥 瀬尾 徹 豊巻 裕紀 渡邉 勝登

⻫藤 正⼈ ⻫藤 健治 ⼭下 剛 関 ⼣介

岡⽥ 直⺒ 前⽥ 知憲 ⽥城 亨 島⽥ ⻯泰

＜問診票について＞

本⼤会の出場には新型コロナウイルス対策で⼤会前の検温と問診票の提出が必要です。

問診票は代表者へ郵送しますが、⼤会ホームページからダウンロードできます。

〔 受付開始 〕 6時30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）

4 8:00

東松⼭カントリークラブ・東松⼭カントリークラブ チームB 清⽔建設株式会社・SCゴルフ研修会Bチーム

10 8:42
千葉カントリークラブ・HARVES 富⼠市原ゴルフクラブ・SOUTH-T

8 8:28
南総カントリークラブ・BIG and SMALL 京葉カントリークラブ・グランドスラム

湘南シーサイドカントリークラブ・チーム FUJISAWA 伊藤忠エネクス株式会社・ENEX GOLF CLUB

9 8:35
南総カントリークラブ・Fly High あさひヶ丘カントリークラブ・あさひヶ丘カントリークラブ

5 8:07
岡部チサンカントリークラブ・岡部Max 秦野カントリークラブ・HATANO R2/T2

6 8:14
東松⼭カントリークラブ・Silver Rock 清⽔建設株式会社・SCゴルフ研修会Aチーム

7 8:21

岡部チサンカントリークラブ・岡部チサンGチャンズ 姉ヶ崎カントリークラブ・姉ヶ崎カントリー選抜

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:39
オリムピックカントリークラブ・ボンチャンズ ⻘梅ゴルフクラブ・⻘梅MIX

2 7:46
芦ノ湖カントリー倶楽部・シャンキーズ 磯⼦カンツリー倶楽部・勇志会

3 7:53


