
2022.11.22

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

森⼝ 貴資 元⽥ 賢⼀郎 包 志華 薬師神 貴幸

徳島 政治 新井 勇司 深⾕ 泰宏 鈴⽊ 正信

吉元 幸次郎 本⼭ 雄貴 ⼤岡 祐⼀朗 網⾕ 孝仁

倉島 保⼀ ⻑島 洋介 清⽔ 隆史 勝⽥ 兵吉

花⾹ 泰明 河野 真⼀ 塩⽥ ⼀史 吉原 明裕

宮﨑 星冬 三橋 正季 潮⽥ ⼀ 寺⽥ 和⼀

⼩泉 雅彦 錦織 俊之 五⼗嵐 崇仁 岡野 智弘

⽯井 聡 有川 潤 ⼭⽥ 浩司 鈴⽊ 哲也

⿑藤 誠⼀ 瀧澤 信⼆ ⼩⾕ 恭史 北井 基嗣

伊藤 ⼤輔 ⻑⾕川 隆秀 澤野 悠哉 ⽵尾 秀樹

岡⽥ 謙⼆ 樋⼝ 哲夫 野村 太⼀郎 上條 覚

⽥中 健 福⼭ 茂 ⾼橋 洋平 ⼩野 ⻯彦

※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 〕 競技前⽇、当⽇の連絡は開催ゴルフ場へご連絡ください。

1 7:39
太平洋クラブ御殿場コース・チームデイトナ 鳴沢ゴルフ倶楽部・願い星

2 7:46
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・南総カントリー パーパーボギー

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

5 8:07
レインボーヒルズカントリークラブ豊⾥コース・レインボーヒルズカントリークラブ 新千葉カントリー倶楽部・蛤 特攻隊

6 8:14
姉ヶ崎カントリー倶楽部・姉ヶ崎C.C. あかね with 3M 株式会社AOI Pro.・AOI Pro. Golf Club

3 7:53
東千葉カントリークラブ・やきもと8929 ⼤成有楽不動産株式会社・⼤成有楽ゴルフ部

4 8:00
真名カントリークラブ・PUNK ROCK GOLFERS イーグルポイントゴルフクラブ・チーム イーグルポイントゴルフクラブ

9 8:42
ロイヤルスターゴルフクラブ・オールドロイヤル 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社・CTCーA

10 8:49
芦ノ湖カントリークラブ・ジャンキーズ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社・CTCーB

7 8:21
姉ヶ崎カントリー倶楽部・ASSET4 PGM⽯岡ゴルフクラブ・ISHIOKA4

8 8:28
⼭⽥クラブ２１・レイク相模カントリークラブ 株式会社千葉興業銀⾏・CKBゴルフb

11 8:56
阿⾒ゴルフクラブ・チャレンジャーズ オリムピックカントリークラブ・ボンちゃんズ

12 9:03
グレンオークスカントリークラブ・グレンオークスA オリムピックカントリークラブ・ボンちゃんズ



2022.11.22

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

江原 泰博 国本 京佑 ⼩川 明⽣ ⼭本 ⻯政

宮崎 秀樹 細⽮ 雅光 根本 伸治郎 野⽥ 勝義

⾼橋 勇介 ⼤森 義浩 ⾼⽊ 洋⼆ ⻑⾕川 洋

奥村 祥国 酒巻 栄太 相⾺ 智⼈ 平野 ⼤樹

伊勢 直史 中島 智明 服部 孔明 ⽚岡 光⼀

吉⽥ 茜 三浦 紘樹 鈴⽊ 佳之 吉⽥ 恵⼦

國吉 範夫 鈴⽊ 圭介 ⼭中 将次 加納 秀益

林 寛雄 福室 守 武⽥ 元博 村上 友浩

及川 芳弘 川上 慎⼀ 岩崎 治 細江 暁⼤

⻑⾕ 公広 佐藤 智治 鈴⽊ 利幸 宇都 和昭

花島 尉之 関⼝ 達明 平林 真⼈ ⽚岡 正治

※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 〕 競技前⽇、当⽇の連絡は開催ゴルフ場へご連絡ください。

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:53
東千葉カントリークラブ・やきもと8929 ⼤成有楽不動産株式会社・⼤成有楽ゴルフ部

4 8:00
真名カントリークラブ・PUNK ROCK GOLFERS イーグルポイントゴルフクラブ・チーム イーグルポイントゴルフクラブ

1 7:39
太平洋クラブ御殿場コース・チームデイトナ 鳴沢ゴルフ倶楽部・願い星

2 7:46
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・南総カントリー パーパーボギー

7 8:21
姉ヶ崎カントリー倶楽部・ASSET4 PGM⽯岡ゴルフクラブ・ISHIOKA4

8 8:28
⼭⽥クラブ２１・レイク相模カントリークラブ 株式会社千葉興業銀⾏・CKBゴルフb

5 8:07
レインボーヒルズカントリークラブ豊⾥コース・レインボーヒルズカントリークラブ 新千葉カントリー倶楽部・蛤 特攻隊

6 8:14
姉ヶ崎カントリー倶楽部・姉ヶ崎C.C. あかね with 3M 株式会社AOI Pro.・AOI Pro. Golf Club

11 8:56
阿⾒ゴルフクラブ・チャレンジャーズ グレンオークスカントリークラブ・グレンオークスA

9 8:42
ロイヤルスターゴルフクラブ・オールドロイヤル 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社・CTCーA

10 8:49
芦ノ湖カントリークラブ・ジャンキーズ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社・CTCーB


