
＜開催概要＞
⽇本クラブチームゴルフ選⼿権 東⽇本地区決勝競技
⽯岡ゴルフ倶楽部 レギュラークラス／6,807yard、シニアクラス／6,497yard（Par72）
40チーム（160名）出場予定
2021年3⽉21⽇（⽇）

＜注意事項＞
※荒天等で、競技短縮になる場合があるため第1ペアを前半組、第2ペアを後半組にて組合せしています。
→本年度は新型コロナウイルス対策のためにアウトイン同じ時間のスタートになりました。
※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。
※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。

＜受付開始＞
受付、レストラン、練習場（6時15分より）

＜表彰チーム＞
上位3チームには、全組ホールアウト後に表彰式を⾏います。
パーティーの開催はありません。
→本年度は新型コロナウイルス対策のために成績発表や表彰式は⾏いません。

＜全国決勝進出チーム数＞
上位11チーム（予定）最終確定数は会場にて発表とします。

＜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）

⽇本クラブチームゴルフ選⼿権
競技運営ディレクター

豊島 豊



〔アウトコース〕 東⽇本地区決勝／⽯岡ゴルフ倶楽部
⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

村下 秀和 穂⼾⽥ 光司 ⾕嶋 佳広 ⾕⼝ 保

五⼗嵐 清 岩瀬 克⼰ ⾦⼦ 茂⾏ ⼤柳 博也

森 重信 広⽥ 将⻑ 市川 浩 髙橋 昌也

浅井 康雄 ⻑野 勝嗣 森⽥ 正浩 ⻑沼 清司

明⽯ 太郎 待合 勇史 河内 喜⽂ ⾦⼦ 壽波留

⻑塚 康史 飯島 英樹 樋⼝ 隆夫 鈴⽊ 淳⼀

森⼝ 貴資 元⽥ 賢⼀郎 今村 裕也 安⽥ 美祐

⼤原 俊弘 吉原 伸⼀ 加藤 明夫 瀬⼝ 卓

市井 好⼆ 上原 ⼀憲 ⽯橋 良⼀也 ⼭ノ上 利充

⻄川 忠克 橋本 芳之 ⽊名瀬 伸⼀ 村上 信之

⿊滝 公彦 村⼭ 浩伸 眞﨑 敏寛 相⾺ 聡夫

髙橋 英樹 須⽥ 圭⼀郎 佐居 承緒 津⽥ 宏尚

⼩川 貴央 古⾕ 亘 海⽼原 隆仁 出浦 功

笠倉 伸夫 林 久仁彦 野⼝ 正和 梶⾕ 卓⽮

持⽥ 哲哉 志村 和彦 髙松 邦成 佐藤 聖児

⻑濱 達也 ⼩⿅ ⼤ 野村 太⼀郎 ⼩野 ⻯彦

吉岡 進 篠⽥ 裕邦 ⾼島 昇司 ⽔島 伸⼀

帰⼭ 雄輔 尾崎 博之 ⽵⾺ 正広 ⽩濱 秀樹

⼭中 将次 岡野 智弘 荒川 正裕 伊藤 努

船橋 数晃 ⾕⼝ 幸⼤ 遠藤 孝 藤村 紀孝
20 10:10

岡部チサンカントリークラブ・岡部チサンＢ 郡⼭ゴルフ倶楽部・KGC研修会

18 9:54
総武カントリークラブ・総武三軍育成選⼿団 ⻑岡カントリー倶楽部・⻑岡カントリー倶楽部

19 10:02
⽯岡ゴルフ倶楽部・ISHIOKA4 郡⼭熱海カントリークラブ・郡⼭熱海カントリークラブ

16 9:38
⼤沼国際カントリークラブ・チャンピン オリムピックカントリークラブ・ボンチャンズ

17 9:46
おおむらさきゴルフ倶楽部・チームSS＆SU 北海道カントリークラブ・Danny's

14 9:22
岡部チサンカントリークラブ・岡部Max 鷹ゴルフクラブ・鷹ゴルフ男気会

15 9:30
伊⾹保ゴルフクラブ・伊⾹保ゴルフクラブ ⼤成建設株式会社・⼤成建設ゴルフ部

12 9:06
利府ゴルフ倶楽部・利府選抜 横浜カントリークラブ・YCC

13 9:14
総武カントリークラブ・総武同好会 オリムピックカントリークラブ・オリム東京

10 8:42
那須⼩川ゴルフクラブ・ドンB ⽔⼾グリーンカントリークラブ・チーム ⼭⽅

11 8:58
オリムピックナショナルゴルフクラブ・⾶べばいいってもんじゃねーんだよ︕ 茨城ゴルフ倶楽部・シニアブラザーズ

8 8:26
グレンオークスカントリークラブ・グレンオークス ⼤平台カントリークラブ・⼤平台カントリークラブＡチーム

9 8:34
⽯坂ゴルフ倶楽部・坂⼾⻄インターから5分 秦野カントリークラブ・HATANO R2/T2

6 8:10
成⽥東カントリークラブ・チームY 南総カントリークラブ・BIG and SMALL

7 8:18
太平洋クラブ御殿場コース・マルマルモリモト 内宮運輸機⼯株式会社・team SAKATA

4 7:54
ナイガイ株式会社・チーム ナイガイ ⽇⽴ゴルフクラブ・MAIN

5 8:02
湘南シーサイドカントリークラブ・チーム FUJISAWA ⽔⼾・ゴルフ・クラブ・⽔⼾ゴルフクラブBPN

2 7:38
富岡倶楽部・チーム富岡 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼国チームA

3 7:46
プレステージカントリークラブ・ぺろり〜ん 妙義カントリークラブ・妙義

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:30
東筑波カントリークラブ・チーム純さん 東ノ宮カントリークラブ・へっぽこチーム



〔インコース〕 東⽇本地区決勝／⽯岡ゴルフ倶楽部
⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⼩野村 純 ⽥淵 健治 古橋 松男 本波 昌英

多賀⾕ 不⼆雄 ⽯⽥ ⼤輔 伊禮 進 川部 真⼀

岡安 映昌 淺野 成烈 柳澤 ⽂彦 砥⽯ 健太

⽥畑 ⾓栄 ⾼⽥ 篤 池澤 健 ⾚須 哲也

倉橋 学滋 河邊 博和 ⽊名瀬 和重 根本 幸範

加藤 隆広 佐藤 ⼤悟 ⼿塚 ⾠弥 瀬尾 徹

丸⼭ 晋⼀郎 国本 京佑 内宮 裕太 岩崎 ⾠郎

⻄⼭ 英樹 津下 昭 ⼤⾕ ⽇出雄 岡野 茂樹

嶋⽥ 茂 渡邊 源 阿部 俊幸 松並 良

⼤⾕ 五⼀郎 鈴⽊ 周吾 菊池 裕明 ⾬⾕ 勝広

太⽥ 秀樹 ⽥中 良博 富⽥ ⽂雄 林 三郎

桜庭 勝彦 ⾅井 泰仁 菊川 将 塚⽥ 忠⼤

湯浅 良平 ⼭本 将嗣 藤本 政光 ⼩峰 教司

安藤 広幸 相原 位好 ⾼橋 和⼈ ⾦川 基晴

藤井 隆之 ⻫藤 誠 中塚 功⼆ 遠藤 ⼤介

村上 陽介 菊地 寛 上條 覚 ⾼橋 洋平

⿑藤 賢司 ⽜之浜 純俊 吉⽥ 邦章 若⽉ 和史

⻲⽥ 欣吾 森本 正博 北村 和秋 星野 節⼆

加納 秀益 五⼗嵐 崇仁 岡⽥ 幸夫 熊⽥ 俊彦

⼤島 勝 関 茂⽣ 佐々⽊ 学 横⽥ ⻯汰

19 10:02
⽯岡ゴルフ倶楽部・ISHIOKA4 郡⼭熱海カントリークラブ・郡⼭熱海カントリークラブ

20 10:10
岡部チサンカントリークラブ・岡部チサンＢ 郡⼭ゴルフ倶楽部・KGC研修会

17 9:46
おおむらさきゴルフ倶楽部・チームSS＆SU 北海道カントリークラブ・Danny's

18 9:54
総武カントリークラブ・総武三軍育成選⼿団 ⻑岡カントリー倶楽部・⻑岡カントリー倶楽部

15 9:30
伊⾹保ゴルフクラブ・伊⾹保ゴルフクラブ ⼤成建設株式会社・⼤成建設ゴルフ部

16 9:38
⼤沼国際カントリークラブ・チャンピン オリムピックカントリークラブ・ボンチャンズ

13 9:14
総武カントリークラブ・総武同好会 オリムピックカントリークラブ・オリム東京

14 9:22
岡部チサンカントリークラブ・岡部Max 鷹ゴルフクラブ・鷹ゴルフ男気会

11 8:58
オリムピックナショナルゴルフクラブ・⾶べばいいってもんじゃねーんだよ︕ 茨城ゴルフ倶楽部・シニアブラザーズ

12 9:06
利府ゴルフ倶楽部・利府選抜 横浜カントリークラブ・YCC

9 8:34
⽯坂ゴルフ倶楽部・坂⼾⻄インターから5分 秦野カントリークラブ・HATANO R2/T2

10 8:42
那須⼩川ゴルフクラブ・ドンB ⽔⼾グリーンカントリークラブ・チーム ⼭⽅

7 8:18
太平洋クラブ御殿場コース・マルマルモリモト 内宮運輸機⼯株式会社・team SAKATA

8 8:26
グレンオークスカントリークラブ・グレンオークス ⼤平台カントリークラブ・⼤平台カントリークラブＡチーム

5 8:02
湘南シーサイドカントリークラブ・チーム FUJISAWA ⽔⼾・ゴルフ・クラブ・⽔⼾ゴルフクラブBPN

6 8:10
成⽥東カントリークラブ・チームY 南総カントリークラブ・BIG and SMALL

3 7:46
プレステージカントリークラブ・ぺろり〜ん 妙義カントリークラブ・妙義

4 7:54
ナイガイ株式会社・チーム ナイガイ ⽇⽴ゴルフクラブ・MAIN

1 7:30
東筑波カントリークラブ・チーム純さん 東ノ宮カントリークラブ・へっぽこチーム

2 7:38
富岡倶楽部・チーム富岡 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼国チームA

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名


