
□開催日：２０２２年６月９日（木）

□会　場：イーストヒルゴルフクラブ
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No チーム名 代表者 名前 名前 名前 No チーム名 代表者 名前 名前 名前

1 TEAM　USA・G1 加藤　　仁 源川　幸恭 椎谷　　聡 雨木　隆昭 27 TEAM　EastClassA 清野喜美男 佐藤　　晃 遠藤　　裕 倉島　正義

2 目指せ！アンダー 五十嵐順一 安中　康一 齋藤　隆治 川ノ口義弘 28 ベイーフ 和田　　亮 中野　循雄 坂爪　　豪 佐野　友紀

3 チーム・成 羽賀　伸久 赤井田和幸 吉川   一夫 樋口   正孝 29 ヒポクラテス 志村　英樹 松岡功太郎 須貝　理恵 岸　　美憂

4 チーム　SKMK 桐生　　匠 佐藤　一浩 光根　　龍 狩谷　謙治 30 Team　HAGANE 花澤　卓也 古井　利文 近藤   智裕 池田　真一

5 TEAM　Legend 三ケ月耕一 小黒　　博 石川　陽一 玉木　晴子 31 ずっぺ 金田　英之 棚田　　孝 荘司　洋文 小林　　孝

6 ギャロップ 白井　宏尭 近藤   皓英 鈴木   冬生 松田   大樹 32 チーム　睦 髙橋　正秋 梁取　　隆 保科　邦彦 渡辺　　睦

7 ヘンタイーズ 小林　　肇 金子   隆博 戸松  　 彰 若月    桃生 33 MY 73.5 井上　康広 渡辺　　衛 諸橋奈三子 五十嵐義昭

8 YSGC 高橋　　航 加藤　昭浩 曽根   　明 冨田　優子 34 八郎会 小森田智哉 菅原   大輔 齋藤   八郎 高橋   吉徳

9 ヨネックス　油会 小林　宏幸 白倉  幹之 川瀬   弘二 関谷   廣幸 35 チーム　GBK 工藤　一大 水戸　康司 畑山   順俊 斉藤   義浩

10 TEAM　Homare 大塚　尚貴 佐田　幸夫 岩渕　恭孝 西澤　栄子 36 志戸橋会　Ｂチーム 白　   隆一 白     晃栄 七里   直樹 田崎   尚志

11 ウータン 森　慎一郎 吉川　浩二 樋口   裕司 関　  千尋 37 ＴＥＡＭ　ＡＫＩ 立川　直哉 伊藤   一秋 中田   永章 金子   則夫

12 コバックス 小林　常浩 朝倉  裕治 鈴木      修 井上   哲也 38 カルバンス 中川　孝弘 佐藤　秀明 金沢　政弘 丸山　貴彦

13 志戸橋会 白　   源正 八子  克己 長谷川   武 田中   康之 39 MIMU 宮島　武弥 坂井　栄作 阿部   隆樹 五十嵐望夢

14 一品香 廣田　圭助 高桑　隆弘 斉藤　公基 斉藤　佳史 40 野武士丸54 小池　正幸 野川   伸一 丸山   高生 武士俣貴史

15 And u 本宮　康晴 深海　隆義 安藤    吉浩 竹内   邦彦 41 日の出組 藤井　　天 小林　　亨 伊藤　順司 難波　秀雄

16 チームNGT 源川　勝彦 鈴木　靜雄 須貝   真司 岸　　文夫 42 ドルフィンズ 村上　将紫 渋木   裕太 富山   友樹

17 TEAM　AHOUDORI 菅原　友紀 齊藤　貴之 菅原　陽明 松澤　祐子 43 team　33 須崎　　淳 黒石　公一 滝澤　秀樹 横山　　明

18 ダメンズ 堂谷　文隆 浅川   澄吉 小島   慎也 加藤   建司 44 チーム　みだりどっぐ 小野美津子 伊藤　良介 小野   美雪 堀       慎平

19 チーム　錦鯉 佐藤　正明 目崎　　仁 広川     靖 斉木      稔 45 チーム中条No.1 山﨑　之寛 丹後   敏子 和田栄美子 高井  光代

20 米山謙信 小菅　園恵 小菅　　剛 水野　英之 諏訪   清志 46 ＴＥＡＭ　ＳＡＫＡＮＡ 高橋　　晃 星野　   均 大家      賢 八重田政幸

21 令和風林火山 小池　栄子 横田　秀国 金子　　満 佐藤   由之 47 チーム　下田城 宇佐美博昭 諸橋　陽介 小玉   哲禎 齋藤   康文

22 ＴＥＡＭ　ＵＰ 北村　和秋 星野　節二 斉京　真美 小島由美子 48 Ｔｏｋｉ 近藤　健太 斉藤   良行 近藤   あみ 小川   高弘

23 ＮＫＣ 竹澤　康明 竹澤　明純 田尻　正敏 前畑美樹子 49 アルプスクラブ 照井　敏彦 平原　孝広 浅妻   康宏 山田  克明

24 ｔｅａｍ　ＬＹＮＸ 佐藤　彰城 小林   　聡 鈴森   浩司 上山   雄一 50 ベーシックゴルフ 内山　将太 山口　浩二 三輪　政伸 飯塚　浩雄

25 TEAM　TAKASUGI 田中　寿幸 高杉　　新 高杉　　出 見田　和也 51 BG会１ 小野里一夫 中沢　正史 笠原富士男 神田　和子

26 BG会２ 児玉　誠男 横山　政昭 神田　敏信 小野里ﾅﾐ子

■競技規則：日本ゴルフ協会競技規則およびイーストヒルGCのローカルルールを適用します。 ■インターバルは４０～５０分程を予定しております。

■競技方法：１チーム３名または４名による１８ホールストロークプレー・スクラッチ方式 ■クラブハウスはAM6：00開場です。

　　　　　　※同ネット優先順位：マッチングスコアカード方式 ■組合せはチーム代表者のみに郵送しています。チームメンバーへ周知の程よろしくお願いいたします。

■使用ティ：男性：青マーク（6,360Y）　女性：赤マーク（5,397Y)
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