
2022.10.10

豊⾥ゴルフクラブ

＜アウトコース＞ 関東B地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

横内 義之 新井 国博 五⼗嵐 清 岩瀬 克⼰

中吉 ⾠也 島⽥ 幸⼀ 平⽥ 義⼈ ⽥島 浩

⽯⽥ 剛啓 三⽊ 康弘 湊 弘充 村⽥ 敦

岩﨑 ⾠郎 今村 裕也 清⽔ 聡史 荘司 康友

星 潤延 伊藤 匡悦 遠藤 ⼤介 宇都 隆博

⻄⽥ 義宏 ⻄⼭ 英樹 北 孝好 ⽐嘉 義隆

⼤原 俊弘 宮川 修⼀ ⾦⼦ 茂⾏ ⼤栁 博也

今井 久夫 星野 勇⼀ 澤⽥ 政史 星野 佑貴

森 重信 広⽥ 将⻑ ⽊下 哲雄 ⼩沼 隆史

⼭⽥ 徹 岩切 盛浩 仲村 徹也 溝⽥ ⼀夫

飯塚 ⽂康 ⼩池 庸介 三浦 堅太郎 ⽯井 滋喜

林 亨 ⾠⺒ 賢⼀ 光地 勲 清⽔ 哲也

⻲⼭ 潤⼀ ⾼橋 宏治 松岡 芳隆 松岡 幸史朗

安本 ⿓司 畑⼭ 健⼀ 塩⽥ 伸吾 ⼋巻 雄司

⽯⽥ 三男 武井 悟 ⻘柳 陽⼀郎 森脇 新也

7 8:42
グレンオークスカントリークラブ・グレンオークスカントリークラブ 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Aﾁｰﾑ

8 8:49
プレステージカントリークラブ・ぺろりーん2 埼⽟医科⼤学・埼⽟医科⼤学

9 8:56
プレステージカントリークラブ・ぺろりーん 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Bチーム

10 9:10
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部・ヴィンテージ B 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Aチーム

11 9:17
⾜利カントリークラブ・中年ポンコツ連合 株式会社京葉銀⾏・京葉銀⾏A

12 9:24
桜ヶ丘カントリークラブ・⽶⽶⽶倶楽部 株式会社京葉銀⾏・京葉銀⾏B

オリムピックナショナルゴルフクラブ・暗⿊の⾙森騎⼠団 株式会社Nスペース・レチェ

15 9:45
JGMベルエアゴルフクラブ・チーム ベルエア あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・ADゴルフ部

13 9:31
グランドスラムカントリークラブ・TEAM ひさかたパワー 株式会社HRD・HRD

14 9:38

5 8:28
都賀カンツリー倶楽部・Team Tsuga ⼤成建設株式会社・⼤成建設ゴルフ部

6 8:35
グレンオークスカントリークラブ・Team Old School 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Bﾁｰﾑ

3 8:14
南総カントリークラブ・南総ワンハン同好会 東松苑ゴルフ倶楽部・東松苑 桧チーム

4 8:21
内宮運輸機⼯株式会社・内宮運輸機⼯ 東京国際ゴルフ倶楽部・セカサトTOUR

1 8:00
武蔵松⼭カントリークラブ・チームＴＡＫＹ 富岡倶楽部・チーム富岡

2 8:07
南総カントリークラブ・なんちゃら代表 東松苑ゴルフ倶楽部・東松苑 楠チーム

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2022.10.10

豊⾥ゴルフクラブ

＜インコース＞ 関東B地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

川上 智彦 ⽴本 敬⼈ 多賀⾕ 不⼆雄 富沢 康⼆

秋⼭ 裕 菅原 秀⼈ 堀越 菊雄 島⽥ 將⾏

寄元 貴 ⽊島 康嘉 佐藤 重雄 ⽩倉 雄太

福盛 豊 丸井 律輝 ⼭崎 僚 新⾕ 太

広瀬 源太郎 榎本 隆司 髙松 邦成 佐藤 聖児

平⼭ 弘昭 嶋⽥ 尚治 ⾓⽥ 英夫 ⼤⻄ 諭

津下 昭 吉原 伸⼀ 伊禮 進 川部 真⼀

宮⽥ 健⼆ 濱村 明⼈ 杉⼭ 圭 作⼭ 洋貴

岡安 映昌 淺野 成烈 川上 ⾼幸 畑 孝治

若⽉ 栄治 依⽥ 和也 ⻲元 秀幸 南澤 昭徳

筑地 ⼤輔 河野 哲也 鈴⽊ 剛弘 篠崎 憲⼀

⽟川 泰三 佐居 敏光 刈込 利幸 ⾺場 幸夫

久光 征⾏ 佐藤 学 松岡 裕樹 松岡 ⼤樹

⾙森 恵介 井上 学 杉⼭ 卓弥 桑原 洋介

⼩⾒ 康雄 橋⽖ 義典 ⽮澤 雅之 野井 俊聡
15 9:45

JGMベルエアゴルフクラブ・チーム ベルエア あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・ADゴルフ部

⾜利カントリークラブ・中年ポンコツ連合 株式会社京葉銀⾏・京葉銀⾏A
11 9:17

9 8:56
プレステージカントリークラブ・ぺろりーん 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Bチーム

10 9:10
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部・ヴィンテージ B 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Aチーム

グランドスラムカントリークラブ・TEAM ひさかたパワー 株式会社HRD・HRD

14 9:38
オリムピックナショナルゴルフクラブ・暗⿊の⾙森騎⼠団 株式会社Nスペース・レチェ

12 9:24
桜ヶ丘カントリークラブ・⽶⽶⽶倶楽部 株式会社京葉銀⾏・京葉銀⾏B

13 9:31

7 8:42
グレンオークスカントリークラブ・グレンオークスカントリークラブ 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Aﾁｰﾑ

8 8:49
プレステージカントリークラブ・ぺろりーん2 埼⽟医科⼤学・埼⽟医科⼤学

4 8:21
内宮運輸機⼯株式会社・内宮運輸機⼯ 東京国際ゴルフ倶楽部・セカサトTOUR

5 8:28
都賀カンツリー倶楽部・Team Tsuga ⼤成建設株式会社・⼤成建設ゴルフ部

6 8:35
グレンオークスカントリークラブ・Team Old School 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Bﾁｰﾑ

2 8:07
南総カントリークラブ・なんちゃら代表 東松苑ゴルフ倶楽部・東松苑 楠チーム

3 8:14
南総カントリークラブ・南総ワンハン同好会 東松苑ゴルフ倶楽部・東松苑 桧チーム

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 8:00
武蔵松⼭カントリークラブ・チームＴＡＫＹ 富岡倶楽部・チーム富岡



※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45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。


