
2019.10.14

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 湊 弘允 ⾦⼦ 茂⾏ 伊禮 進

川辺 真⼀ ⼤栁 博也 新井 国博 川上 智彦

菅原 善隆 柳川 ⼀嘉 宮本 匡泰 飯塚 忠夫

北 孝好 加⼭ 隆浩 佐々⽊ 康雄 ⽯井 幸⼀

⼤橋 武広 福⼭ 栄⼀ ⼯藤 利明 ⼤内 博

曽根 ⼀彦 ⾓⽥ 英夫 佐野 英⽣ ⼤森 達弘

宮澤 直樹 末廣 浩司 松永 敬介 穐元 義和

飯島 英樹 齋藤 泰郎 ⼤河内 佑哉 中村 誠児

間野 卓彦 景⼭ 厚 ⽮野 学 狩⽣ 英⼠

※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 岡 正和

〔 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 〕 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）

1 8:35
武蔵松⼭カントリークラブ・チームＢＭ 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Aチ－ム

2 8:42
埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Aチ－ム 武蔵松⼭カントリークラブ・チームＢＭ

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

5 9:03
⼤宮カントリークラブ・令和⼤宮CC 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Cチ－ム

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社・MISTS プレステージカントリークラブ・プレステージ友の会

3 8:49
鴻巣カントリークラブ・7676 埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Bチ－ム

4 8:56
埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Bチ－ム 鴻巣カントリークラブ・7676

6 9:10
埼⽟国際ゴルフ倶楽部・埼⽟国際 Cチ－ム ⼤宮カントリークラブ・令和⼤宮CC

7 9:17

8 9:24
成⽥東カントリークラブ・チームB 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社・MISTS

9 9:31
プレステージカントリークラブ・プレステージ友の会 成⽥東カントリークラブ・チームB



2019.10.14

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

村下 秀和 保⼾⽥ 光司 ⿊川 秀昭 鈴⽊ 源治

梶⼭ 賢⼀ ⼩野 明雄 ⼩野村 順 ⽥淵 健治

⽯⽥ 正裕 遠藤 ⼤介 ⻲⼭ 潤⼀ ⾼橋 宏治

久光 征⾏ 佐藤 学 佐藤 聖児 野⽥ 泰⽣

梶原 隆司 奥津 隆 皆川 武志 井下 淳

佐藤 俊秋 井坂 寛史 屋敷 幸雄 ⽇⾼ 賢治

堀江 茂 ⼭菅 利彦 坂東 法隆 並河 悟

松本 吉貴 近藤 裕孝 市原 澄彦 藤川 太朗

平澤 賢⼀ 池⽥ 紳⼀郎 ⾼倉 永完 加藤 忠

伊東 靖彦 河合 祐治 千葉 敬介 栄野元 等

野⼝ 正和 梶⾕ 卓⽮ ⼩野 和男 ⼩泉 幸基

島津 忠由 荒巻 健⼈ ⾼橋 和⼈ ⽵下 健太

五⼗嵐 清 富沢 康⼆ ⽩出 ⾼明 佐々⽊ 浩

⻩川⽥ 達也 増⽥ 武志 多賀⾕ 不⼆雄 岡部 康博

1 8:00
東筑波カントリークラブ・チーム順さん グランドスラムカントリークラブ・グランドスラムTeam Ａ

12 9:17
株式会社三菱UFJ銀⾏・MUFG B 鷹ゴルフ倶楽部・鷹ゴルフ男気会

3 8:14

8 8:49
株式会社みずほ銀⾏・みずほ銀⾏ ゴルフ部 イーグルポイントゴルフクラブ・チーム イーグル

5 8:28
株式会社ツインズ・CATERPY（キャタピー） グランドスラムカントリークラブ・グランドスラムTeam G

6 8:35
グランドスラムカントリークラブ・グランドスラムTeam G 株式会社ツインズ・CATERPY（キャタピー）

11 9:10

組 時間

14 9:31
泉パークタウンゴルフ倶楽部・泉パークタウンゴルフ倶楽部 富岡倶楽部・チーム富岡倶楽部

所属／チーム名 所属／チーム名

⼤成建設株式会社・⼤成建設ゴルフ部 グランドスラムカントリークラブ・グランドスラムTeam D

4 8:21
グランドスラムカントリークラブ・グランドスラムTeam D ⼤成建設株式会社・⼤成建設ゴルフ部

2 8:07
グランドスラムカントリークラブ・グランドスラムTeam Ａ 東筑波カントリークラブ・チーム順さん

7 8:42
イーグルポイントゴルフクラブ・チーム イーグル 株式会社みずほ銀⾏・みずほ銀⾏ ゴルフ部

13 9:24
富岡倶楽部・チーム富岡倶楽部 泉パークタウンゴルフ倶楽部・泉パークタウンゴルフ倶楽部

鷹ゴルフ倶楽部・鷹ゴルフ男気会 株式会社三菱UFJ銀⾏・MUFG B

9 8:56
キャスコ花葉クラブ・ラスベガス 株式会社三菱UFJ銀⾏・MUFG A

10 9:03
株式会社三菱UFJ銀⾏・MUFG A キャスコ花葉クラブ・ラスベガス


