
２０２０年１２月１５日（火）

鳩山カントリークラブ

【関東大会 予選４】 （男性 ：コンペティ ６，４３６Y 女性：レディスティ ５，６８９Ｙ  AグリーンＰＡＲ７２）

チーム名 ｽﾀｰﾄ時間 チーム名

1 ポンポコ会 板橋 正久 成田 幸生 川口 力 岸田 靖雄 8:05 荻上 順 内田 裕治 中島 聖二 中島 康人 行くなロ回 1

2 リバーサイドフェニックスA 竹本 泰雅 原 仁 秋元 卓也 菅野 浩志 8:12 田中 泰臣 中嶋 浩二 村田 智史 金井 義典 舐ダルマ 2

3 トシちゃんず 西谷 憲之 村上 了太 兼子 範之 鹿島 裕樹 8:19 田村 一弘 塚原 一昌 細貝 祐輝 長野 正勝 Ｆun the best 3

4 タコ会 川口 昌彦 秋本 昇一 秋本 俊行 田所 康弘 8:26 岸 宣之 大野 和俊 大野 明美 足立 幸廣 ルーデンス 4

5 坂本塾 佐々木 望妃 坂本 浩隆 大竹 義彦 石井 友嗣 8:33 縄田 修一 鄭 多仁 関野 愛美 伊藤 泰良 芝上の伝説 5

6 Team 11PM 岡本 忠大 高橋 宏明 柳井 逸平 金子 邦彦 8:40 渡 明弘 萩原 則之 下山 秀行 村山 みずえ うおはぎ 6

7 まつりさくら１９０ 櫻井 靖子 櫻井 堅隆 松井 篤 鈴木 理沙 8:47 布施 正人 和田 忠治 清水 育男 田中 光浩 清鈴倶楽部B 7

8 チーム熱意系 小保方 徹 川崎 邦朗 佐藤 勝彦 新井 綾乃 8:54 杉山 勲 染川 健一 中山 健一 杉山 将汰 杉山　健一 8

9 チーム雀フゴ 巻田 智文 藤間 潤 武内 誉樹 竹川 雅祥 9:01 竹田 一美 水谷 聡子 重川 日出夫 秦 健人 坊ちゃんズ 9

10 チームゴルビー 大林 寿寛 近藤 基明 木村 信之 加納 秀益 9:08 長岡 秀貴 瀧沢 淳 大羽 孝 荻原 雅昭 サムガクゴルフクラブ 10

11 フルスゥイング倶楽部 石山 淳一 宮川 亮 黒澤 邦充 関本 信也 9:15 浅尾 剛司 菅沼 秀明 清水 清人 目黒 健太 FWC 11

12 456会 横尾 厚志 原 雄二 東倉 優介 吉田 康次郎 9:22 横瀬 節 若槻 由美 中島 淳 雪竹 俊勝 VAMOS235 12

13 okabe 星野 響子 有川 竜次 大内田 慎一郎 大内田 一美 9:29 辻 彦人 天日 元信 川井 一夫 染島 義明 えのき食べたでしょ？ 13

14 チーム赤東会 中村 正 鈴木 康二 伊藤 俊介 石井 和人 9:36 笹川 加那子 秋山 光 内藤 典子 菅谷 洋 SANS159 14

15 ひかりゴルフパーク 樋渡 雅俊 千北 光仁 中村 勝郁 富田 光洋 9:43 丸山 喜史 内田 貞至 横山 正直 青山 勝己 team ABC 15

（注）この組合せは変更することがあります　　　　競技委員長
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