
全国決勝競技 2017.5.7
石岡ゴルフ倶楽部

No 企業名／チーム名 選手名 選手名 選手名 選手名 チームスコア
ライオンズゴルフクラブ 阪野 智久 山村 憲人 大山 碩済 堀口 典弘
Teamライオンズ 71 78 72 82
石岡ゴルフ倶楽部 Tulathimutte Kan 小沼 喜市 岡野 智弘 増子 敬
ISHIOKA4 77 79 74 76
嵐山カントリークラブ 関澤 誠 船橋 数晃 金井 篤司 高橋 雅也
嵐山ZEROファイター 80 78 78 71

笠岡カントリー倶楽部 畑本 太 岡本 芳宣 佐藤 雅彦 ⾧友 悠司
チーム笠岡 69 81 79 81
佐賀カントリー倶楽部 浜崎 晃 西尾 公孝 工藤 英由紀 糸山 和臣
まあまあたあ 80 77 72 84
カレドニアンゴルフクラブ 中上 浩三 片岡 弘幸 森塚 実 谷内 三千夫
チームみのむし 75 81 73 85
茨城ゴルフ倶楽部 眞崎 敏寛 富田 文雄 林 三郎 相馬 聡夫
茨城ゴルフ倶楽部シニアブラザーズ 77 77 75 87
サンヒルズカントリークラブ ⾧沢 昌彦 松永 武士 天川 主税 山内 一晃
サンヒルズ 79 78 82 74
鷹の巣ゴルフクラブ 三上 主樹 中村 公彦 井上 貴博 池本 燿由貴
チームC 77 76 86 78
伊東カントリークラブ 秋山 佳輝 田京 秀一 高橋 弘幸 宮下 健
健ちゃんに負けて悔しい田京と２人の付録 79 77 88 75
大利根カントリークラブ 中田 辰悟 山口 雅司 斉藤 広巳 堀切 郁夫
Team 45 76 81 75 81
東名古屋カントリークラブ 土井 健太郎 鈴木 智大 服部 豪之 小原 景
東名古屋C.C. 79 77 90 76
鷹ゴルフ倶楽部 吉高神 佐俊 西田 哲三 金川 基晴 松本 光央
西哲ホークス 83 78 81 74
杜の都ゴルフ倶楽部 川上 浩 遠藤 祐也 白出 高明 佐々木 浩
杜の都ゴルフ倶楽部A 87 71 77 101
エーデルワイスゴルフクラブ 村山 浩伸 黒滝 公彦 田中 良博 太田 秀樹
飛べばいいってもんじゃねぇだよ!! 74 79 85 83
セベバレステロス いわき泉コース 古川 秀一 鈴木 貴人 遠藤 秀伸 鈴木 康二
エフエスツーイー 80 78 80 79
日本ラインゴルフクラブ 藤 浩一 松田 良隆 杉浦 茂樹 松山 阜司
チームライン 90 79 74 84
いづも大社カントリークラブ 山下 正一 三原 明典 原 真也 泉 誠司
チーム大社 91 79 83 75
白鷺ゴルフクラブ 石井 茂則 久保 賢祐 村上 浩一 齋 英次郎
チーム白鷺NO.1 79 81 79 80
東千葉カントリークラブ 福田 亮太 熊井 啓二 橋谷 有造 小林 隆寿
チームサプライズ 73 85 88 80

237

17 237

18 237

19 238

20 238

231

232

1

2

3

4

5

11

6

7

8

9

10

229

221

227

227

229

229

229

231

231

以上、第4回 日本クラブチームゴルフ選手権（全国決勝競技）へのシード権を獲得
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No 企業名／チーム名 選手名 選手名 選手名 選手名 チームスコア
水府ゴルフクラブ 菊池 裕明 吽野 浩司 石川 博康 村上 信之
水府ゴルフクラブ 85 85 74 80
グランドスラムカントリークラブ 久光 征行 亀山 潤一 山井 学 高橋 宏治
チームグランドスラム 80 80 80 85
宍戸ヒルズカントリークラブ 大崎 将行 飯田 悠也 青木 良亮 浜本 行記
ターゲット230 77 86 79 85
郡山ゴルフ倶楽部 遠藤 孝 藤村 紀考 横田 竜汰 上田 健二
KGC研修会 82 93 80 79
グランデージゴルフ倶楽部 松尾 徳志 浅井 猛雅 廣野 豊
河童 85 79 77
花生カントリークラブ 大久保 学 金城 彰 大塚 一徳 山口 勝示
花生カントリークラブAチーム 80 79 84 84
滝の宮カントリークラブ 藤井 和則 岡田 一功 鈴野 洸成 石川 善久
team コーニィ 84 85 83 76
南総カントリークラブ 手塚 辰弥 谷 健一 小野寺 智夫 小川 恭伸
イップｓ 75 85 90 83
浅見ゴルフ倶楽部 篠田 徳明 中村 正臣 蛯原 一彦 川戸 喜実
カットチャン+1（プラスワン） 74 80 93 89
木更津ゴルフクラブ 羽田 光男 石井 肇 佐藤 正 務台 英雄
チ?ムドＭ 90 77 94 76
あさひヶ丘カントリークラブ 高山 知晃 宮田 玲 近藤 博宣 佐藤 眞
チームあさひヶ丘 80 82 82 84
南総カントリークラブ 樋口 隆夫 川崎 純 山崎 寿 瀬尾 徹
チーム寿 83 82 86 92
芸南カントリークラブ 山口 英賢 廣津 元基 西村 雅之 田原 真一郎
ゲイなんＡ 98 87 85 79
中日カントリークラブ 青山 圭太 平松 正寛 森 俊博 大澤 芳巳
クワトロサンダーズ 84 86 83 92
太平洋クラブ 藤本 和大 吉野 和伸 上野 伸悟 片山 淳
美野里チームファンキー 85 95 75 97
函南ゴルフ倶楽部 森 一洋 石井 宏典 渡辺 久恭 佐々木 雄二
函南チームα 85 87 84 87

〔条件〕
コース:6,838yards（Par72）
天候:曇り時々晴れ、南東の風（3m）
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