
2021.10.30

豊⾥ゴルフクラブ

＜アウトコース＞ 関東D地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

堀江 茂 ⼭菅 利彦 佐藤 聖児 岩永 崇志

吉岡 進 篠⽥ 裕邦 五⼗嵐 清 岩瀬 克⼰

岩下 泰佳 廣嶋 篤哉 布施 政勝 ⽇下部 浩寿

⻲⼭ 潤⼀ ⾼橋 宏冶 森 恭弘 藤永 茂樹

今井 久夫 星野 勇⼀ 原⽥ 晃 佐藤 洋三

⼩森 正規 福井 基裕 盛永 哲也 ⽥中 克幸

⼭⽥ 弘幸 伊藤 久光 ⾕⼝ 保 ⼤森 志郎

森⽥ 正浩 ⻑沼 清司 園⽥ 洋平 岡⽥ 圭司

寄元 貴 ⽊島 康嘉 ⾼橋 宏之 ⼩沼 隆史

中吉 ⾠也 ⽥中 秀幸 早川 正昭 仲村 徹也

⽩尾 太助 伊藤 隆雄 横内 義之 湊 弘充

※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 〕 7時00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）

9 9:17
南総カントリークラブ・南総ワンハン同好会 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Aチーム

10 9:24

7 9:03
相模野カントリー倶楽部・チームあんすりうむ 東ノ宮カントリークラブ・SAKURA

8 9:10
⽇⽴ゴルフクラブ・MAIN 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社・チームTT

南総カントリークラブ・チームX 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Bチーム

11 9:31
鳩⼭カントリークラブ・ピンポイント 武蔵松⼭カントリー倶楽部・チームMAYK

5 8:49
プレステージカントリークラブ・ぺろり〜ん2 原⽥鉄筋株式会社・TEAM Fe

6 8:56
笠間カントリークラブ・笠間四天王Bチーム 鎌ヶ⾕カントリークラブ・GOMITORI

3 8:35
オリムピック・カントリークラブ レイクつぶらだコース・⽩⿃リベンジャーズ ⿅沼カントリー倶楽部・⿅遊会

4 8:42
グランドスラムカントリークラブ・Team ひさかた ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉・明るいナショナル

1 8:21
イーグルポイントゴルフクラブ・TEAM イーグル ⼤成建設株式会社・⼤成建設ゴルフ部

2 8:28
おおむらさきゴルフ倶楽部・とにかく頑張るズ 富岡倶楽部・チーム富岡

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2021.10.30

豊⾥ゴルフクラブ

＜インコース＞ 関東D地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

市原 澄彦 藤川 太朗 遠藤 ⼤介 宇都 隆博

⿑藤 賢司 ⽜之濱 純俊 多賀⾕ 不⼆雄 岡部 康博

栗本 智充 宮脇 裕之 ⽊村 厚 横⽥ 忠雄

久光 征⾏ 佐藤 学 吉岡 尚志 萩原 裕幸

宮⽥ 健⼆ 濵村 明⼈ ⼤濱 賢治 岡本 弘明

髙橋 聖規 細川 正⼈ 尾上 良明 加藤 靖司

岸本 俊三 柏⽊ 敬治 稲⽣ 悦男 古橋 松男

池澤 健 ⾚須 哲也 ⿊住 昌男 中⽥ 圭佑

三⽊ 康弘 ⽯⽥ 剛啓 ⽊下 哲雄 ⻲元 秀幸

秋⼭ 裕 渡邊 毅晴 川上 ⾼幸 溝⽥ ⼀夫

平井 雄⼀郎 藤原 英起 新井 国博 川上 智彦

※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 〕 7時00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 9:31
鳩⼭カントリークラブ・ピンポイント 武蔵松⼭カントリー倶楽部・チームMAYK

南総カントリークラブ・南総ワンハン同好会 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Aチーム

10 9:24
南総カントリークラブ・チームX 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Bチーム

8 9:10
⽇⽴ゴルフクラブ・MAIN 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社・チームTT

9 9:17

6 8:56
笠間カントリークラブ・笠間四天王Bチーム 鎌ヶ⾕カントリークラブ・GOMITORI

7 9:03
相模野カントリー倶楽部・チームあんすりうむ 東ノ宮カントリークラブ・SAKURA

4 8:42
グランドスラムカントリークラブ・Team ひさかた ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉・明るいナショナル

5 8:49
プレステージカントリークラブ・ぺろり〜ん2 原⽥鉄筋株式会社・TEAM Fe

2 8:28
おおむらさきゴルフ倶楽部・とにかく頑張るズ 富岡倶楽部・チーム富岡

3 8:35
オリムピック・カントリークラブ レイクつぶらだコース・⽩⿃リベンジャーズ ⿅沼カントリー倶楽部・⿅遊会

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 8:21
イーグルポイントゴルフクラブ・TEAM イーグル ⼤成建設株式会社・⼤成建設ゴルフ部


