
関東F地区予選 2020.11.26
浜野ゴルフクラブ

No 所属名／チーム名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 チームスコア
姉ヶ崎カントリークラブ ⾼橋 利哉 神取 佑樹 永井 貴之 傍島 伸之
姉ヶ崎カントリー選抜 75 72 78 72

オリムピックカントリークラブ 野村 太⼀郎 ⼩野 ⻯彦 上條 覚 ⾼橋 洋平
ボンチャンズ 76 71 78 77
茨城ゴルフ倶楽部 眞崎 敏寛 相⾺ 聡夫 富⽥ ⽂雄 林 三郎
シニアブラザーズ 77 77 76 80
秦野カントリークラブ ⽯橋 良⼀也 ⼭ノ上 利充 阿部 俊幸 松並 良
HATANO R2/T2 74 85 79 78
岡部チサンカントリークラブ 安藤 広幸 相原 位好 笠倉 伸夫 林 久仁彦
岡部Max 89 79 80 74
南総カントリークラブ 樋⼝ 隆夫 鈴⽊ 淳⼀ ⼿塚 ⾠弥 瀬尾 徹
BIG and SMALL 79 79 77 78
湘南シーサイドカントリークラブ 明⽯ 太郎 待合 勇史 倉橋 学滋 河邊 博和
チーム FUJISAWA 82 75 88 77

南総カントリークラブ ⻘⽊ 啓 和⽥ 考⾏ ⻫藤 正⼈ ⻫藤 健治
Fly High 71 78 90 87
京葉カントリークラブ 荒川 慶量 藤畑 淳平 豊巻 裕紀 渡邉 勝登
グランドスラム 73 86 85 80
東松⼭カントリークラブ ⼤久保 光彦 ⼩野 拓也 東 英樹 上原 岳
Silver Rock 76 81 87 81
千葉カントリークラブ ⼯藤 英⼈ 内藤 裕治 岡⽥ 直⼰ 前⽥ 知憲
HARVES 85 83 76 80
岡部チサンカントリークラブ ⽩⾦ 満明 有川 ⻯次 ⼤内⽥ 慎⼀郎 ⽥辺 昌彦
岡部チサンGチャンズ 76 78 87 85
富⼠市原ゴルフクラブ 菊池 幸⼈ 榎本 盛 ⽥城 亨 島⽥ ⻯泰
SOUTH-T 71 86 86 84
⻘梅ゴルフクラブ 野⼝ 知嗣 ⼭⽥ 豊 中野渡 健 義⼭ 光浩
⻘梅MIX 85 74 83 85
清⽔建設株式会社 清⽔ 勝⼀ 坂⽥ 好史 鈴⽊ 徹也 ⽵⼭ 鎮佑
SCゴルフ研修会Aチーム 81 81 81 86
あさひヶ丘カントリークラブ ⼊江 健太郎 ⼭本 ⾼明 ⼭下 剛 関 ⼣介
あさひヶ丘カントリークラブ 78 88 88 82
東松⼭カントリークラブ ⾓⾕ 貴志 岡⽥ 順⼀ 春⼭ 裕⽔ 飯島 良浩
東松⼭カントリークラブ チームB 81 91 86 84
磯⼦カンツリー倶楽部 新井 徹 鈴⽊ 勇 菊地 泰彦 中村 光郎
勇志会 82 85 85 88
芦ノ湖カントリー倶楽部 伊藤 ⼤輔 ⻑⾕川 隆秀 ⻑⾕ 公広 佐藤 智治
シャンキーズ 90 89 76 98
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（東⽇本地区決勝／2021.3.21 ⽯岡ゴルフ倶楽部）へ進出が決定
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2021.5.4 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定



清⽔建設株式会社 伊東 祥克 本⼭ 吉典 梅⽊ 久美 蕪⽊ 茂倫
SCゴルフ研修会Bチーム 91 91 84 88
伊藤忠エネクス株式会社 厚⽊ 慎 増⽥ 俊⼆ ⻄村 邦夫 加藤 繁道
ENEX GOLF CLUB 102 95 91 93

〔条件〕
コース：6,855yards（Par72）
天候：霧のち晴れ、南東の⾵（2m）
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