
2020.9.22

太平洋クラブ美野⾥コース

＜アウトコース＞ 関東A地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

持⽥ 哲哉 志村 和彦 清⽔ 剛 河合 雅之

原⼝ 博⽂ 飯塚 誠 中村 裕 ⽊下 健

古⾕ 亘 熊⾕ 純⼀ ⼩⼭ 健児 今井 正岳

⼩川 貴央 湯浅 良平 越智 克史 松浦 裕介

平⼭ 芳照 清⽔ 佳⼈ 佐藤 敏彦 ⾼橋 恭史

室町 勝 堀江 博 森 重信 広⽥ 将⻑

⽊名瀬 伸⼀ 村上 信之 内⽥ 正三 樋⼝ 哲夫

秋⼭ 佳輝 ⾼橋 弘幸 潮⽥ ⼀ 寺⽥ 和⼀

仁科 明久 末⾦ 成俊 荒川 慶量 渡邉 勝登

森⼝ 貴資 丸⼭ 晋⼀郎 河内 喜⽂ ⾦⼦ 壽波留

内⽥ 俊彦 柴⽥ 哲 曽根 正昭 橋本 博康

平井 博之 ⾦⼦ 政明 ⾕嶋 佳広 ⾕⼝ 保

⼭上 利⾏ 町⽥ ⽂夫 森⽥ 正浩 ⻑沼 清司

1 7:30
伊⾹保ゴルフクラブ・伊⾹保ゴルフクラブ カントリークラブ・ザ・レイクス・カントリークラブ・ザ・レイKITS

2 7:37
クリアビューゴルフクラブ＆ホテル・キング原⼝ サザンヤードカントリークラブ・Southern star

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

5 8:00
ノースショアカントリークラブ・サブ、セブンティー バーチンテック株式会社・Respect

6 8:07
プルデンシャル⽣命保険株式会社・ミホビタンD プレステージカントリークラブ・ぺろり〜ん

3 7:45
総武カントリークラブ・総武ベアーズ ⻑太郎カントリークラブ・HOALOHA from 丸⻑ TRIBE

4 7:52
総武カントリークラブ・総武同好会 ⻑太郎カントリークラブ・HOAPILI from 丸⻑ TRIBE

9 8:30
太平洋クラブ・チーム⽥中雄介 京葉カントリークラブ・グランドスラム

10 8:37
太平洋クラブ御殿場コース・マルマルモリモト ⽔⼾・ゴルフ・クラブ・⽔⼾ゴルフクラブBPN

7 8:15
⽔⼾グリーンカントリークラブ・チーム ⼭⽅ ワンウエイゴルフクラブ・team one

8 8:22
伊東カントリークラブ・伊東カントリークラブ 株式会社 AOI Pro.・AOI Pro. Golf Club

13 9:00
太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース・打つ時だけは、お静かに。 ⽇⽴ゴルフクラブ・MAIN

11 8:45
太平洋クラブ・太平洋クラブライオンズ 御殿場ゴルフ倶楽部・御殿場ゴルフ倶楽部

12 8:52
太平洋クラブ・Team H&K 東ノ宮カントリークラブ・へっぽこチーム



2020.9.22

太平洋クラブ美野⾥コース

＜インコース＞ 関東A地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

藤井 隆之 ⻫藤 誠 市⽑ 孝男 ⽥代 健

原 孝之 ⾦成 智⽂ ⼤杉 賢⼆ ⼩島 信⾏

松⼭ 享典 松井 隆憲 ⽬崎 潤 ⼭⼝ 貴弘

吉住 ⼆郎 ⼭本 将嗣 古屋 良⼀ 渡部 慎⼀

永⽥ 昭⼆ 佐々⽊ 章公 萩原 敦 渡辺 信之

折笠 圭⼆ ⼀川 宏樹 岡安 映昌 淺野 成烈

菊池 裕明 ⾬⾕ 勝広 村⽥ 昌志 川村 剛央

⽥京 秀⼀ 宮下 健 ⼭⽥ 修三 鈴⽊ 佳之

上野 伸悟 吉野 和伸 藤畑 淳平 豊巻 裕紀

元⽥ 賢⼀郎 国本 京佑 ⽊名瀬 和重 根本 幸範

⽥内 久晴 ⼟肥 幸児 ⾨野 誠 荒⽊ 誠

渋⾕ 友和 眞藤 健⼀ 古橋 松男 本波 昌英

津久井 孝⼀ 原⽥ 慶⼀郎 池澤 健 ⾚須 哲也

※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）

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:45
総武カントリークラブ・総武ベアーズ ⻑太郎カントリークラブ・HOALOHA from 丸⻑ TRIBE

4 7:52
総武カントリークラブ・総武同好会 ⻑太郎カントリークラブ・HOAPILI from 丸⻑ TRIBE

1 7:30
伊⾹保ゴルフクラブ・伊⾹保ゴルフクラブ カントリークラブ・ザ・レイクス・カントリークラブ・ザ・レイKITS

2 7:37
クリアビューゴルフクラブ＆ホテル・キング原⼝ サザンヤードカントリークラブ・Southern star

7 8:15
⽔⼾グリーンカントリークラブ・チーム ⼭⽅ ワンウエイゴルフクラブ・team one

8 8:22
伊東カントリークラブ・伊東カントリークラブ 株式会社 AOI Pro.・AOI Pro. Golf Club

5 8:00
ノースショアカントリークラブ・サブ、セブンティー バーチンテック株式会社・Respect

6 8:07
プルデンシャル⽣命保険株式会社・ミホビタンD プレステージカントリークラブ・ぺろり〜ん

11 8:45
太平洋クラブ・太平洋クラブライオンズ 御殿場ゴルフ倶楽部・御殿場ゴルフ倶楽部

12 8:52
太平洋クラブ・Team H&K 東ノ宮カントリークラブ・へっぽこチーム

9 8:30
太平洋クラブ・チーム⽥中雄介 京葉カントリークラブ・グランドスラム

10 8:37
太平洋クラブ御殿場コース・マルマルモリモト ⽔⼾・ゴルフ・クラブ・⽔⼾ゴルフクラブBPN

13 9:00
太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース・打つ時だけは、お静かに。 ⽇⽴ゴルフクラブ・MAIN


