
関東E地区予選 2020.11.23
豊⾥ゴルフクラブ

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
⽮板カントリークラブ 平野 邦広 後藤 貴浩 ⻑江 健市 張⽥ 巧
GREED360 79 75 79 72

おおむらさきゴルフ倶楽部 吉岡 進 篠⽥ 裕邦 ⿑藤 賢司 ⽜之浜 純俊
チームSS＆SU 75 78 81 83
⼤成建設株式会社 ⾼松 邦成 佐藤 聖児 中塚 功⼆ 遠藤 ⼤介
⼤成建設ゴルフ部 87 80 76 78
成⽥東カントリークラブ 松丸 佳孝 ⾼橋 健 潮来 勝弘 ⽯井 秀明
チームA 79 78 78 80
内宮運輸機⼯株式会社 今村 裕也 安⽥ 美祐 内宮 裕太 岩崎 ⾠郎
team SAKATA 75 85 90 76
成⽥東カントリークラブ ⻑塚 康史 飯島 英樹 加藤 隆広 佐藤 ⼤悟
チームY 88 80 82 78
東筑波カントリークラブ 村下 秀和 穂⼾⽥ 光司 ⼩野村 純 ⽥淵 健治
チーム純さん 83 80 79 85
ナイガイ株式会社 浅井 康雄 ⻑野 勝嗣 清古 秀則 ⾼⽥ 篤
チーム ナイガイ 85 76 101 82
妙義カントリークラブ 市川 浩 ⾼橋 昌也 柳澤 ⽂彦 砥⽯ 健太
妙義 84 76 84 88
埼⽟国際ゴルフ倶楽部 ⾦⼦ 茂⾏ ⼤柳 博也 伊禮 進 川部 真⼀
埼国チームA 96 82 83 79

富岡倶楽部 五⼗嵐 清 岩瀬 克⼰ 多賀⾕ 不⼆雄 岡部 康博
チーム富岡 79 89 89 79
武蔵松⼭カントリークラブ 横内 義之 新井 国博 湊 弘充 川上 智彦
チームBM会 81 86 83 85
埼⽟国際ゴルフ倶楽部 清⽔ ⼀樹 宮本 匡泰 ⼤⻄ 諭 ⽐嘉 義隆
埼国チームB 85 83 83 87
株式会社⼩野建設 ⼩野 太朗 関⼭ 良⾂ ⼩野 真吾 岡⽥ 圭史
onoken 94 80 81 90
プレステージカントリークラブ 穐元 義和 間野 卓彦 松永 敬介 司代 正⼰
サクラソウ 88 85 84 83
富⼠宮ゴルフクラブ 安藤 弘 海野 志郎 松原 明守 ⻫能 武史
team amus 86 88 79 90
成⽥東カントリークラブ ⽯⽥ 浩史 ⽮野 学 狩⽣ 英⼠ ⿑藤 泰郎
成⽥東チームB 87 88 80 89
笠間カントリークラブ ⼩森 正規 ⾼橋 聖規 福井 基裕 細川 正⼈
PGMチーム笠間 92 82 90 85
クリアビューゴルフクラブ＆ホテル 原⼝ 博⽂ 飯塚 誠 原 孝之 ⾦成 智⽂
キング原⼝ 82 91 90 86
セゴビアゴルフクラブ 堂 弘仁 ⾦ 潤吉 ⾦⽥ 正吉 林 圭祐
チームセゴビア 89 83 90 89

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
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株式会社⽇⽴システムズ 仲村 徹也 ⾼橋 宏之 ⼩沼 隆史 ⻲元 秀幸
HISYS Aチーム 88 96 90 83
株式会社ツインズ 梶原 隆司 奥津 隆 ⽇⾼ 賢治 屋敷 幸雄
チームキャタピー 90 108 92 80
サラブレッドカントリークラブ ⻘⽊ 仁三 菅野 泰宏 ⽩⽯ 勝範 細川 徹
ブルーハワイ 91 96 86 92
株式会社⽇⽴システムズ 溝⽥ ⼀夫 菱倉 健⼀ 畑 孝治 早川 正昭
HISYS Bチーム 90 88 94 94
島津サイエンス東⽇本株式会社 陶⼭ ⾼弘 鈴⽊ 康⼈ 佐々⽊ 哲 ⼟屋 孝⾏
SSE Aチーム 91 88 98 95
三井住友ファイナンス＆リース株式会社 伊藤 広隆 引地 信⼀朗 藤⽥ 寿志 巽 ⼀則
SMFL研修会Bチーム 99 88 90 96
KDDI株式会社 伊勢 和平 佐藤 達⽣ 宮崎 貴史 ⽵内 俊之
チームTUGA 90 92 98 103
GMG⼋王⼦ゴルフ場 ⽯⾕ 直⼈ 久古⾕ 卓治 ⼭⽥ 亮⼆ 奥住 敦
チームハイボール 98 90 98 116
伊達機械株式会社 市村 繁 永井 彰雄 荒井 章博 ⼤櫛 点
伊達倶楽部29 100 102 101 90
島津サイエンス東⽇本株式会社 ⼭⼝ 真也 岩永 千晶 ⿊川 元治 杉崎 裕介
SSE Bチーム 123 108 107 121

〔条件〕
コース︓6,622yards（Par72）
天候︓晴れのち曇り、南⻄の⾵（2m）

27

28

29

336

280

286

291

30

25 274

24 272

274

21 261

22 262

23 269

26


