
（５０音順）

ブロック 新潟第1 新潟第2 長野 山梨 群馬第1 群馬第2 栃木第1 栃木第2 栃木第3 茨城第1 茨城第2 埼玉第1 埼玉第2 千葉第1 千葉第2 千葉第3 東京 神奈川 静岡

開催倶楽部 十日町 小千谷 立科 上野原 藤岡 緑野 唐沢・三好 アローエース 宇都宮 筑波 フレンドシップ 森林公園 岡部チサン カナリヤガーデン 平川 千葉新日本 府中 磯子 朝霧ジャンボリー

開催日 5/25(水) 5/26(木) 5/20(金) 5/19(木) 5/20(金) 5/25(水) 5/27(金) 5/26(木) 5/25(水) 5/16(月) 5/16(月) 5/17(火) 5/20(金) 5/17(火) 5/16(月) 5/17(火) 5/16(月) 5/16(月) 5/26(木)

1 阿賀高原 アイビス あづみ野 秋山 赤城 伊香保 鹿沼72 アローエース あさひヶ丘 麻生 アスレチック 石坂 浦和 香取 我孫子 姉ヶ崎 赤羽 伊勢原 朝霧ジャンボリー 1

2 石地シーサイド イーストヒル 上田菅平高原グランヴィリオ ヴィンテージ 赤城国際 伊香保・岡崎城 唐沢 大田原 足利城 イーグルポイント 阿見 入間 岡部チサン カナリヤガーデン 上総富士 エンゼル 青梅 磯子 愛鷹 2

3 糸魚川 小千谷 上田丸子グランヴィリオ 上野原 伊香保国際 桐生 鬼怒川 鹿沼 足利 茨城パシフィック 茨城 エーデルワイス 小川 カレドニアン 勝浦 かずさ 小金井 大秦野 伊豆スカイライン 3

4 越後 柏崎 塩嶺 オリムピック 太田双葉 草津 ゴールデンレイクス 皐月・佐野 宇都宮 茨城ロイヤル 江戸崎 大宮国際 川越 京 木更津 鹿野山 桜ヶ丘 小田原･松田 伊豆にらやま 4

5 柏崎黒姫 ゴールド越後湯沢 川中嶋 甲斐駒 関越ハイランド 下秋間 サンレイク 佐野 大日向 岩瀬桜川 かすみがうらOGM 越生 熊谷 大栄 キングフィールズ 加茂 ＧＭＧ八王子 清川 伊東 5

6 グリーンヒル長岡 紫雲 佐久春日野 甲斐ヒルズ グリーンパーク 上武 新・ユーアイ 塩原 烏山城 大洗 ザ・レイクス 霞ヶ関 鴻巣 立野クラシック ゴールド木更津 クリアビュー 相武 相模 凾南 6

7 笹神五頭 下田城 佐久平 春日居 クリスタル ツインレイクス 新宇都宮 都賀 皐月・鹿沼 大利根 猿島 廣済堂埼玉 こだま神川 千葉廣済堂 小御門 京葉 立川国際 相模湖 ギャツビイ 7

8 胎内高原 新発田城 サニー 河口湖 サンコー72 富岡 鷹 鶴 杉ノ郷 桂ヶ丘 スプリングフィルズ 児玉 高麗川 千葉国際 新千葉 源氏山 多摩 相模野 御殿場 8

9 大新潟・三条 長岡 信濃 甲府国際 下仁田 プリンスランド 東松苑 那須伊王野 千成 金砂郷 セゴビア 埼玉 埼玉国際 富里 館山 コスモクラシック 東京五日市 相模原 サザンクロス 9

10 大新潟・出雲崎 中条 諏訪湖 境川 白水 ベルエア 栃木 南摩城 ディアレイク 霞南 セベ・バレステロス さいたま梨花 高坂 習志野 千葉 総武 東京国際 湘南 新・天城にっかつ 10

11 津川 中峰 諏訪レイクヒル 昇仙峡 高山 鳳凰 栃木ヶ丘 東宇都宮 栃の木 栗橋國際 セントラル 狭山 高根 成田ハイツリー 千葉夷隅 袖ヶ浦 東京よみうり 大厚木 大熱海国際 11

12 十日町 新潟 大浅間 中央都留 初穂 緑野 トムソンナショナル 東ノ宮 永野 桜 ダイヤグリーン 森林公園 ノーザン錦ヶ原 花生 鶴舞 鷹之台 八王子 大相模 東名 12

13 日本海 新津 立科 都留 藤岡 メイレイクヒルズ那須小川 ロイヤル 那須チサン サニーフィールド 玉造 玉川 飯能くすの樹 東千葉 トーヨー 千葉新日本 府中 チェックメイト 豊岡国際 13

14 フォレスト ノーブルウッド 千曲高原 富士川 ルーデンス ロイヤルオーク バークレイ 日光 宍戸ヒルズ 土浦 東京 飯能グリーン 船橋 中山 長太郎 武蔵野 津久井湖 沼津 14

15 松ケ峯 妙高 中央道晴ヶ峰 都 レーサム 芳賀 ファイブエイト 常陽 那珂 鳩山 東松山 マグレガー 浜野 長南 東京カントリー 浜松シーサイド 15

16 ヨネックス 妙高サンシャイン 豊科 メイプルポイント ラインヒル 矢板 白帆 ニッソー 武蔵 日高 真名 平川 南総 東名厚木 富士小山 16

17 米山水源 湯田上 長野 レイクランド 筑波 ノースショア 武蔵松山 美里 紫 藤ヶ谷 白鳳 戸塚 富士 17

18 長野国際 筑波学園 日立 ユニオンエース 寄居 レインボーヒルズ ブリック＆ウッド 房総 中津川 富士御殿場 18

19 穂高 取手国際 フレンドシップ リバーサイドフェニックス 嵐山 房州 本千葉 箱根 富士チサン 19

20 松本浅間 富士笠間 美浦 万木城 八幡 秦野 富士宮 20

21 松本 扶桑 龍ヶ崎 ロイヤルスター 葉山国際 富士箱根 21

22 三井の森蓼科 ホワイトバーチ 平塚富士見 南富士 22

23 南長野 水戸グリーン 芙蓉 リバー富士 23

24 望月 湯河原 24

25 望月東急 横浜 25

26 八ヶ岳高原 26
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※決勝開催倶楽部：サンヒルズカントリークラブ（栃木県）

平成23年度　関東倶楽部対抗予選競技ブロック別表
出場354倶楽部

4月1日現在


