
2019.11.23

東千葉カントリークラブ・東コース

＜アウトコース＞ 関東E地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⻘⽊ 啓 和⽥ 考⾏ ⼤沼 祐介 江頭 雄介

中吉 ⾠也 秋⼭ 裕 ⽥中 雄⼆ 森下 朗久

広瀬 裕 林 成彦 神⾕ 努 栄森 良久

⽯渡 和城 菅野 栄⼆ ⽥中 智和 五⽉⼥ 芳克

秋⼭ 努 及川 芳裕 ⼩林 敏勝 佐々⽊ 康

永⽥ 清 ⼤久保 良⼀ 伊與久 優⼆ 渡邊 裕樹

⽊⽥ 壮⼀ ⼩寺 聡司 光⼭ 富夫 光⼭ 成夫

安井 健⼆ 李 悠太 丸⼭ 恵吾 藤⽥ 洋⼀

⼭下 孝之 ⻄沢 寛 古賀 俊⾂ ⼩⽥ 剛史

松丸 佳孝 ⾼橋 健 南澤 昭徳 ⾼橋 宏之

⽯井 宏典 喜多 誠⼀ ⻲元 秀幸 ⼩沼 隆史
11 8:24

凾南ゴルフ倶楽部・ザ・チュウネンズ 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Aチーム

9 8:08
シミックホールディングス株式会社・⻄沢塾 株式会社安藤ハザマ・安藤ハザマ ゴルフ部

10 8:16
成⽥東カントリークラブ・チームA 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Bチーム

7 7:52
アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ・HTSS 株式会社アビバホールディングス・TEAM ANYFIT24

8 8:00
野村不動産アーバンネット株式会社・チームアーバンネット 株式会社キーエンス・KGT

5 7:36
ロイヤルスターゴルフクラブ・ロイヤルチャンピオンズ ⽇本通運株式会社・「ひろし」の会

6 7:44
ジャパンPGAゴルフクラブ・TEAM PGA-Bチーム ⽇本通運株式会社・原英莉花をみんなで応援しちゃいましょう！

3 7:20
姉ヶ崎カントリークラブ・あねかんゆうし 埼⽟建興株式会社・kenko チームB

4 7:28
阿⾒ゴルフクラブ・チームami KDDI株式会社・KDDI MGA

1 7:04
南総カントリークラブ・Fly High 全⽇空商事株式会社・ANATCゴルフ部

2 7:12
南総カントリーゴルフクラブ・サインはv 埼⽟建興株式会社・kenko チームA

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2019.11.23

東千葉カントリークラブ・東コース

＜インコース＞ 関東E地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⻫藤 正⼈ ⻫藤 健治 寺浦 將貴 中村 広隆

菅原 秀⼈ ⽯⽥ 剛啓 蓮⾒ 則明 後藤 修治

⻑⾕川 雄幸 佐居 承緒 加藤 裕史 茂⽊ 聡⼠

⿊⽥ 太⼀ 児⽟ 勝次 喜⽥ 健 ⽵友 慶

⿑藤 誠⼀ 川上 慎⼀ 加藤 了資 ⼤杉 浩気

李 博 安藤 清隆 村上 真⼀ 鶴岡 武⼈

瀧澤 泰三 ⼭⽥ 秀樹 ⾕繁 元信 渡部 順

砂⾦ 伸之 森中 健介 岩沢 裕⼀ 相澤 直哉

成⽥ 周平 ⼯藤 正英 ⻄ 幸寿 ⽯塚 浩造

潮来 勝弘 ⽯井 秀明 仲村 徹也 畑 孝治

佐々⽊ 雄⼆ 森 ⼀洋 菱倉 健⼀ 溝⽥ ⼀夫

※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）

10 8:16
成⽥東カントリークラブ・チームA 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Bチーム

11 8:24
凾南ゴルフ倶楽部・ザ・チュウネンズ 株式会社⽇⽴システムズ・HISYS Aチーム

8 8:00
野村不動産アーバンネット株式会社・チームアーバンネット 株式会社キーエンス・KGT

9 8:08
シミックホールディングス株式会社・⻄沢塾 株式会社安藤ハザマ・安藤ハザマ ゴルフ部

6 7:44
ジャパンPGAゴルフクラブ・TEAM PGA-Bチーム ⽇本通運株式会社・原英莉花をみんなで応援しちゃいましょう！

7 7:52
アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ・HTSS 株式会社アビバホールディングス・TEAM ANYFIT24

4 7:28
阿⾒ゴルフクラブ・チームami KDDI株式会社・KDDI MGA

5 7:36
ロイヤルスターゴルフクラブ・ロイヤルチャンピオンズ ⽇本通運株式会社・「ひろし」の会

2 7:12
南総カントリーゴルフクラブ・サインはv 埼⽟建興株式会社・kenko チームA

3 7:20
姉ヶ崎カントリークラブ・あねかんゆうし 埼⽟建興株式会社・kenko チームB

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:04
南総カントリークラブ・Fly High 全⽇空商事株式会社・ANATCゴルフ部


