
2021.11.25

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

⼭下 剛 ⼭本 ⾼明 加藤 睦夫 景⼭ 厚

⼤⽊ 茂 平⼭ 浩篤 ⼩野 拓也 ⼤久保 光彦

⽯井 聡 林 寛雄 寺崎 裕和 佐藤 ⼀範

林 亨 ⾠⺒ 賢⼀ 新井 徹 鈴⽊ 勇

⼤森 義浩 ⾼橋 勇介 村⽥ 全功 鎌⽥ 栄⼀

徳島 政治 細⽮ 雅光 ⻘⽊ 啓 和⽥ 考⾏

⽥代 量裕 宮崎 秀樹 佐原 忠志 保坂 元

今古賀 覚 ⽵内 誠 今村 裕也 丸井 律輝

古屋 淳 川瀬 裕介 福盛 豊 安⽥ 美祐

⼩林 正郎 望⽉ 成樹 ⼤村 勁 髙⼭ 聡

⾦⼦ 貴司 ⼭端 孝博 ⾼橋 健 ⽯井 秀明

⾼橋 利哉 神取 佑樹 松丸 佳孝 加藤 隆広

※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

〔 受付開始 〕 6時15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）

11 8:42
オーク・ヒルズ カントリークラブ・Team ねこ 成⽥東カントリークラブ・チームA

12 8:49
姉ヶ崎カントリークラブ・姉ヶ崎C.C.選抜チーム 成⽥東カントリークラブ・チームA

9 8:28
オーク・ヒルズ カントリークラブ・Team よね 内宮運輸機⼯株式会社・内宮運輸機⼯チームB

10 8:35
オーク・ヒルズ カントリークラブ・Team モッチー 株式会社NITTAI・ONEʻSレンタル

7 8:14
⽶原ゴルフ倶楽部・⽶原ゴルフ倶楽部B 南総カントリークラブ・佐永元樹

8 8:21
プレステージカントリークラブ・プレステ4 内宮運輸機⼯株式会社・内宮運輸機⼯チームA

5 8:00
東千葉カントリークラブ・8929もとやま 栃⽊ヶ丘ゴルフ倶楽部・栃⽊ヶ丘Aチーム

6 8:07
⽶原ゴルフ倶楽部・⽶原ゴルフ倶楽部A 南総カントリークラブ・FLY HIGH

3 7:46
レイク相模カントリークラブ・レイク相模Z ⼤⽇本印刷株式会社・Team DNP

4 7:53
桜ヶ丘カントリークラブ・cherry boys 磯⼦カンツリークラブ・勇志会

1 7:32
あさひが丘カントリークラブ・ACC 東松⼭カントリークラブ・TMV4

2 7:39
レイク相模カントリークラブ・レイク相模X 東松⼭カントリークラブ・Silver Rock

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2021.11.25

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

⼊江 健太郎 関 ⼣介 瀧波 三男 松本 直樹

井上 健治 阪本 明⼤ 上原 岳 東 英樹

福室 守 荒井 ⻁史 奥村 幸⼀郎 佐藤 俊介

佐居 敏光 ⽟川 泰三 菊地 泰彦 中村 光郎

本⼭ 雄貴 吉元 幸次郎 野妻 浩⼆ 幸福 信

新井 勇司 ⼤塚 誠 ⻫藤 正⼈ ⻫藤 健治

平塚 寛彰 野本 尚宏 ⻄川 正樹 永⽥ 正⼈

⼭⽥ 慶太 ⽵越 喜群 内宮 裕太 岩﨑 ⾠郎

⽶⼭ 省吾 ⾼橋 毅 内宮 昌利 内宮 晴啓

前⽥ 浩⼀ 佐藤 雅和 買⼿ 徳唯 宗像 幸治

内⼭ ⼤介 秋保 宏之 傍島 伸之 永井 貴之

※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

〔 受付開始 〕 6時15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）

11 8:42
オーク・ヒルズ カントリークラブ・Team ねこ 姉ヶ崎カントリークラブ・姉ヶ崎C.C.選抜チーム

9 8:28
オーク・ヒルズ カントリークラブ・Team よね 内宮運輸機⼯株式会社・内宮運輸機⼯チームB

10 8:35
オーク・ヒルズ カントリークラブ・Team モッチー 株式会社NITTAI・ONEʻSレンタル

7 8:14
⽶原ゴルフ倶楽部・⽶原ゴルフ倶楽部B 南総カントリークラブ・佐永元樹

8 8:21
プレステージカントリークラブ・プレステ4 内宮運輸機⼯株式会社・内宮運輸機⼯チームA

5 8:00
東千葉カントリークラブ・8929もとやま 栃⽊ヶ丘ゴルフ倶楽部・栃⽊ヶ丘Aチーム

6 8:07
⽶原ゴルフ倶楽部・⽶原ゴルフ倶楽部A 南総カントリークラブ・FLY HIGH

3 7:46
レイク相模カントリークラブ・レイク相模Z ⼤⽇本印刷株式会社・Team DNP

4 7:53
桜ヶ丘カントリークラブ・cherry boys 磯⼦カンツリークラブ・勇志会

1 7:32
あさひが丘カントリークラブ・ACC 東松⼭カントリークラブ・TMV4

2 7:39
レイク相模カントリークラブ・レイク相模X 東松⼭カントリークラブ・Silver Rock

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名


