
2019年　関東倶楽部対抗決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表

(参加者  49倶楽部 ・ 147名)
期日： Aクラス
場所： 相模原ゴルフクラブ 東コース

(18ホール・ストロークプレー)
(一社)関東ゴルフ連盟

1番よりスタート
組 時間 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部

1 7:30 岡田 睦広 レーサム 澤田 信弘 茨城 馬場 康次 武蔵野

2 7:39 関根 幸一 岡部チサン 吉田 義美 藤ヶ谷 舘野 章 芳賀 渡部 儀勝 土浦

3 7:48 嶋野 菊治 平川 粂川 欣厚 京葉 安藤 英俊 東名 宮本 清 高坂

4 7:57 半田 裕一 富士笠間 佐原 憲俊 穂高 平澤 良雄 水戸 上重 修 東千葉

5 8:06 伊藤 和久 新千葉 中村 守 水戸グリーン 宮沢 重夫 松ケ峯 田代 猛 東名厚木

6 8:15 傍島 伸之 姉ヶ崎 佃 一生 伊香保GC 大八木 陽一 千葉 相澤 久之 唐沢

7 8:24 永田 慶勝 大日向 宇佐見 則男 高根 栗原 隆 レーサム 荻島 富雄 武蔵野

8 8:33 梅澤 吉朗 初穂 山本 二朗 相模原 知久 慎治 京葉 鈴木 明 高坂

9 8:42 与倉 博逸 日光 津野 樹志 中条 宇留野 彰 水戸グリーン 鈴木 克彦 東名厚木

10 8:51 北島 直之 伊東 橋本 茂樹 皆川城 飯田 雅之 高根 富田 文雄 茨城

11 9:00 小林 博司 豊科 山ノ上 利充 秦野 鈴木 隆之 平川 髙橋 重司 東名

12 9:09 岡田 裕幸 メイプルポイント 出浦 功 オリムピック 桜井 延秋 新千葉 鴨居 進 松ケ峯

13 9:18 久保田 英樹 大日向 加藤 政彦 笹神五頭 北村 成幸 ノーザン錦ヶ原 清水 勲 レーサム

14 9:27 露木 実 平川 小川 覚太郎 高坂 濱本 信秀 鶴舞 西澤 健司 穂高

15 9:36 山本 浩一郎 姉ヶ崎 新井 道夫 唐沢 塩田 義行 笹神五頭 白石 博 高根

16 9:45 西田 俊哉 秦野 髙橋 恭一 京葉 進藤 祥史 扶桑 堂本 好壮 戸塚

17 9:54 鈴木 盛生 那須小川 伊藤 誠二 伊香保GC 渡辺 基樹 ノーザン錦ヶ原 細野 博隆 皆川城

18 10:03 森田 和之 相模原 坂田 広一 東名 藤澤 薫 諏訪レイクヒル 福田 正明 富士笠間

19 10:12 浪川 憲一 フジ天城 寺村 義美 千葉 伊藤 重雄 伊東 亀田 郁夫 大日向

10番よりスタート
組 時間 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部

20 7:30 和田 博 袖ヶ浦 堀 文明 湯田上 永井 英輔 東京国際 土田 恭章 藤岡

21 7:39 高橋 理 豊科 井川 智一郎 初穂 阿部 俊幸 秦野 上野 雅之 相模原

22 7:48 日暮 俊明 扶桑 松本 勝治 諏訪レイクヒル 木村 忠典 鶴舞 岡本 聡 戸塚

23 7:57 石井 重次 メイプルポイント 戸祭 康夫 日光 片野 由次 オリムピック 野澤 順司 中条

24 8:06 阿部 勝彦 嵐山 髙橋 幸一 川越 田村 次郎 那須小川 川竹 勝則 フジ天城

25 8:15 神 羊二 ノーザン錦ヶ原 肥田 雅雄 伊東 中村 実 笹神五頭 野口 徹 皆川城

26 8:24 山宮 秀一 湯田上 丸橋 正彦 藤岡 八木 和男 藤ヶ谷 大野 政治 土浦

27 8:33 道端 孝次 諏訪レイクヒル 柳澤 達哉 戸塚 伊藤 啓二 穂高 室野 歩 東千葉

28 8:42 渡會 公士 川越 市川 日出夫 フジ天城 杉原 宏壮 伊香保GC 川島 美則 唐沢

29 8:51 村野 浩太郎 東京国際 阪田 哲男 袖ヶ浦 前田 正雄 岡部チサン 相田 喜久夫 芳賀

30 9:00 山下 勝紀 扶桑 森山 恭太郎 鶴舞 中野 正義 富士笠間 尾崎 幸一郎 水戸

31 9:09 辻 啓一 嵐山 潮田 英二 那須小川 平野 正行 姉ヶ崎 勝山 邦彦 千葉

32 9:18 田中 実 芳賀 佐藤 省吾 藤岡 河野 淳一 袖ヶ浦 樋口 隆夫 初穂

33 9:27 磯野 隆 中条 峯澤 克之 メイプルポイント 内山 嘉雄 松ケ峯 根本 博一 川越

34 9:36 林 三郎 茨城 石川 富博 湯田上 大内田 愼一郎 岡部チサン 山本 五郎 土浦

35 9:45 金子 壽波留 水戸 手塚 幹雄 日光 石毛 昌則 新千葉 竹平 卓生 東名厚木

36 9:54 高橋 克己 武蔵野 金子 富夫 東京国際 中野 聡 藤ヶ谷 宮崎 光一 豊科

37 10:03 八木 伸二 東千葉 森屋 智之 オリムピック 大輪 広明 水戸グリーン 菅井 雅之 嵐山

競技委員長　内藤正幸

6月17日(月)



2019年　関東倶楽部対抗決勝競技
組み合わせ及びスタート時間表

(参加者  49倶楽部 ・ 147名)
期日： Bクラス
場所： 相模原ゴルフクラブ 西コース

(18ホール・ストロークプレー)
(一社)関東ゴルフ連盟

1番よりスタート
組 時間 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部

1 7:30 高瀬 清美 レーサム 阿部 祐希 湯田上 戸蒔 大和 藤ヶ谷

2 7:39 渡辺 幹根 日光 木村 利治 水戸グリーン 土門 英司 川越 吉山 公章 伊香保GC

3 7:48 中村 豊 芳賀 石橋 良一也 秦野 佐々木 修二 東名 星野 晃一 鶴舞

4 7:57 浜島 佳弘 千葉 赤井田 和幸 笹神五頭 澤越 博幸 武蔵野 柿沼 修 藤岡

5 8:06 豊島 豊 東千葉 渡邊 秀吉 中条 池田 純 東名厚木 菊地 展弘 フジ天城

6 8:15 山本 康司 豊科 坂輪 成章 平川 才記 正明 扶桑 中野 秀昭 富士笠間

7 8:24 砂塚 亘 ノーザン錦ヶ原 稲沢 宏之 大日向 長岡 元樹 レーサム 饒田 剛央 東京国際

8 8:33 戸松 彰 中条 岡田 光史 嵐山 木村 正伸 伊香保GC 羽賀 伸久 笹神五頭

9 8:42 中村 由一郎 鶴舞 庄司 由 東千葉 波多野 隆一 新千葉 竹内 正己 川越

10 8:51 阿部 政則 初穂 杉山 猛美 東名 大谷 憲一 戸塚 山田 廣樹 メイプルポイント

11 9:00 柳澤 信吾 袖ヶ浦 戸張 智和 藤ヶ谷 松並 良 秦野 宝地戸 展幸 高坂

12 9:09 内山 孝平 ノーザン錦ヶ原 山﨑 広宣 高根 阿部 匡伺 湯田上 望月 泰廣 芳賀

13 9:18 大城 哲男 東名厚木 林 成彦 姉ヶ崎 田京 秀一 伊東 濱野 哲敬 レーサム

14 9:27 佐藤 祐二 中条 佐藤 礼弥 川越 遠藤 仁史 唐沢 黒崎 博志 高根

15 9:36 市川 義勝 水戸 金岡 治久 新千葉 小口 渉 那須小川 相田 裕康 ノーザン錦ヶ原

16 9:45 福田 亮太 東千葉 渡辺 勝秀 水戸グリーン 森 昌俊 フジ天城 秋山 佳輝 伊東

17 9:54 甲崎 仁 松ケ峯 久保 秀成 メイプルポイント 高村 保 姉ヶ崎 吉川 一夫 笹神五頭

18 10:03 原 正晃 日光 山口 拓也 東名厚木 藤井 隆之 伊香保GC 半田 昭博 皆川城

19 10:12 小野 竜彦 オリムピック 冨永 学 嵐山 舘浦 圭 千葉 鈴木 貴士 大日向

10番よりスタート
組 時間 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部 氏名 倶楽部

20 7:30 山田 翔太 初穂 永野 誠 京葉 茂野 宗 諏訪レイクヒル 水城 雄貴 穂高

21 7:39 宮下 健 伊東 渡辺 顕展 高根 相馬 聡夫 茨城 竹内 規晃 東京国際

22 7:48 木名瀬 和重 水戸 上條 覚 オリムピック 横川 修平 松ケ峯 西川 忠克 那須小川

23 7:57 服部 昇平 土浦 平本 達哉 相模原 髙橋 薫 高坂 金子 光規 戸塚

24 8:06 亀井 隆 唐沢 柿沼 博司 皆川城 水上 晃男 袖ヶ浦 谷口 幸大 岡部チサン

25 8:15 三上 哲人 メイプルポイント 川岸 滉平 新千葉 関澤 誠 嵐山 永井 貴之 姉ヶ崎

26 8:24 諸岡 正也 土浦 鈴木 信行 平川 直井 成行 諏訪レイクヒル 河内 喜文 水戸

27 8:33 岩橋 正治 茨城 飯塚 裕一 藤岡 遠山 一行 豊科 澁谷 功 京葉

28 8:42 小原 健嗣 千葉 植木 俊宏 皆川城 内田 圭信 武蔵野 船橋 数晃 岡部チサン

29 8:51 長谷川 竜一 水戸グリーン 大谷 五一郎 那須小川 佐藤 順 唐沢 吉見 孝義 大日向

30 9:00 吹野 耕一 富士笠間 斉藤 信一郎 日光 佐藤 雅基 松ケ峯 勝海 直樹 フジ天城

31 9:09 田中 雄三 相模原 大塚 崇弘 扶桑 中山 芳秀 穂高 野村 太一郎 オリムピック

32 9:18 小林 康春 藤岡 林 俊助 初穂 白石 亮二 高坂 笠原 健司 穂高

33 9:27 磯山 喜一 茨城 関 茂生 岡部チサン 川井 友敬 秦野 伊藤 耕治 扶桑

34 9:36 新屋敷 剛 武蔵野 日暮 浩之 藤ヶ谷 白石 哲也 相模原 松元 昌史 諏訪レイクヒル

35 9:45 布施 正明 袖ヶ浦 船越 秀人 芳賀 守屋 玄 平川 網代 栄一 鶴舞

36 9:54 渡辺 翔太 湯田上 坂場 匡太 土浦 鶴田 正範 京葉 酒匂 洋治 戸塚

37 10:03 白井 洋之 東京国際 スラサク ラッタナン 豊科 横川 竜希 東名 井上 政敏 富士笠間

競技委員長　内藤正幸

6月17日(月)
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A
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

Yards 375 527 400 313 175 392 374 160 527 3243
Par 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

409 148 587 371 382 327 165 494 383 3266 6509
4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72

B
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

Yards 391 200 544 388 390 211 499 330 381 3334
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

188 421 448 618 179 381 457 380 514 3586 6920
3 4 4 5 3 4 4 4 5 36 72


