
東⽇本地区決勝 2020.3.22
⽯岡ゴルフ倶楽部

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
岡部チサンカントリークラブ ⼤内⽥ 慎⼀郎 有川 ⻯次 ⼤島 勝 丸⼭ 仁克
岡部チサンシニア 81 85 70 81
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
ヤング妙義 76 76 81 87
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 80 80 73 88
プレステージカントリークラブ 森 重信 広⽥ 将⻑ 淺野 成烈 岡安 映昌
ぺろり〜ん 77 82 79 78
さいたまゴルフクラブ 前⽥ 和彦 代 紀幸 牧瀬 直⾏ ⽥代 貴典
Z会 80 77 77 83
茨城ゴルフ倶楽部 岩橋 正治 林 三郎 富⽥ ⽂雄 磯⼭ 喜⼀
シニアブラザーズ 83 84 78 75
岡部チサンカントリークラブ 林 久仁彦 ⽥辺 昌彦 相原 位好 ⾕⼝ 幸⼤
岡部チサン 78 80 85 79
⼩名浜カントリー倶楽部 蛭⽥ 孝男 鈴⽊ 勇雄 吉⽥ 隆⾏ 佐藤 秀樹
⼩名浜カントリー倶楽部 研修会A 80 83 77 83
グレンオークスカントリークラブ ⼤原 俊弘 嶺井 和彦 津下 昭 吉原 伸⼀
グレンオークス 77 89 78 88
御前⽔ゴルフ倶楽部 ⼩杉 隆⼀ 村中 伸宜 坂⽥ 雅敏 ⼭野内 貴義
マッドメン 82 100 77 86
栃⽊ヶ丘ゴルフクラブ 坂内 義之 ⽚柳 勇 村⽥ 全功 鎌⽥ 栄⼀
栃⽊ヶ丘Aチーム 83 84 79 94
浦和ゴルフ倶楽部 浅野 博司 松本 正⼈ 當⿇ 正貴 浜出 亨
⾃営 81 83 82 95

カントリークラブ ザ・レイクス 鈴⽊ 昇 ⼯ 晋 佐藤 隆⼀ 森⼭ 裕
⼥房が⼀番！？ 76 87 90 84
太平洋クラブ御殿場コース 森⼝ 貴資 国本 京佑 丸⼭ 晋⼀郎 元⽥ 賢⼀郎
マルマルモリモト 81 82 84 94
郡⼭ゴルフ倶楽部 遠藤 孝 ⽮崎 勝之 ⻫藤 啓⾏ ⾼久 ⼤樹
郡⼭GC研修会Cチーム 76 95 82 89
東松⼭カントリークラブ 東 英樹 上原 岳 ⼩野 拓也 ⼤久保 光彦
Silver Rock 77 96 82 88
清⽔建設株式会社 清⽔ 勝⼀ ⽣⽥ 茂 遠藤 圭吾 蕪⽊ 茂倫
SCゴルフ研修会Aチーム 82 82 84 89
寄居カントリークラブ ⽥中 良博 鈴⽊ 剛 ⼭⽥ 豊 内野 克典
冬はサイアム 74 98 78 96
鷹ゴルフ倶楽部 野⼝ 正和 梶⾕ 卓⽮ ⾼橋 和⼈ ⾦川 基晴
鷹ゴルフ男気会 88 77 92 84
南総カントリークラブ 中吉 ⾠也 秋⼭ 裕 菅原 秀⼈ ⽯⽥ 剛啓
サインはV 83 85 81 96

12 246

249

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2020.5.5 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定
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東筑波カントリークラブ 村下 秀和 穂⼾⽥ 光司 ⼩野村 順 ⽥淵 健治
チーム順さん 81 86 83 87
⼤成建設株式会社 ⾼松邦成 佐藤 聖児 遠藤 ⼤介 宇都 隆博
⼤成建設ゴルフ部 83 94 77 92
岩瀬桜川カントリークラブ 福⽥ ⼤介 藤⽥ 謙⼀ 花井 俊則 久保井 崇
岩瀬桜川CC 81 74 97 100
凾南ゴルフ倶楽部 ⽯井 宏典 ⻄⼭ 穂⾼ 佐々⽊ 雄⼆ 森 ⼀洋
ザ・チュウネンズ 81 90 88 85
浅⾒ゴルフ倶楽部 篠⽥ 徳明 ⽮⼝ 武之 中村 正⾂ 川⼾ 喜美
浅⾒CHAMPS 82 90 85 87
イーグルポイントゴルフクラブ 堀江 茂 ⼭菅 利彦 市原 澄彦 藤川 太朗
チーム イーグル 86 87 82 97
⼤平台カントリークラブ 加藤 明夫 ⻄埜 誠洋 ⼤⾕ ⽇出雄 瀬⼝ 卓
⼤平台Aチーム 91 86 82 88
埼⽟国際ゴルフ倶楽部 ⾦⼦ 茂⾏ 伊禮 進 川部 真⼀ ⼤柳 博也
埼⽟国際 Aチ&minus;ム 98 84 84 88
⽯坂ゴルフ倶楽部 市井 好⼆ 上原 ⼀憲 嶋⽥ 茂 渡邊 源
チーム⽯坂・明⽇に向かって打て！ 89 88 81 88
グランドスラムカントリークラブ ⿊川 秀昭 鈴⽊ 源治 梶⼭ 賢⼀ ⼩野 明雄
グランドスラムTeam Ａ 99 80 87 92
鳩⼭カントリークラブ ⾨屋 健太郎 ⽥中 俊⾏ 中村 誠之 森⼭ 明英
いつでもチャックリ 88 82 90 90
成⽥東カントリークラブ 狩⽣ 英⼠ 飯島 英樹 ⽯⽥ 浩史 ⽮野 学
チームB 86 80 96 94
郡⼭ゴルフ倶楽部 藤村 紀考 橋本 和宏 横⽥ ⻯汰 ⼤越 ⼤介
郡⼭GC研修会A 83 90 90 107
株式会社みずほ銀⾏ 坂東 法隆 近藤 裕孝 松本 吉貴 並河 悟
みずほ銀⾏ ゴルフ部 87 97 92 85
⽇本通運株式会社 伊與久 優⼆ 村上 真⼀ 渡邊 裕樹 0
原英莉花をみんなで応援しちゃいましょう！ 83 90 91 __
富⼠宮ゴルフクラブ 鈴⽊ 昭彦 中川 雅義 加藤 ⾄康 佐藤 栄祐
ラス会 91 98 88 86
株式会社安藤ハザマ 古賀 俊⾂ ⼩⽥ 剛史 ⽯塚 浩造 ⻄ 幸寿
安藤ハザマ ゴルフ部 89 94 91 88
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 83 87 103 101

〔条件〕
コース：6,838yards（Par72）
天候：晴れ、南⻄の⾵（4m）
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