
関東C地区予選 2022.10.12
嵐⼭カントリークラブ

No 所属名／チーム名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 チームスコア
嵐⼭カントリークラブ ⾦井 篤司 辻 啓⼀ 関澤 誠 星野 友成
チーム嵐⼭ 71 74 76 88

オリムピックナショナルゴルフクラブ ⿊滝 公彦 ⽥中 良博 林 久仁彦 太⽥ 秀樹
GRIDDESIGN 78 74 78 75
紫カントリークラブすみれコース ⼩林 隆寿 髙橋 ⼀君博 橋⾕ 有造 久保 努
スミレちゃん 75 78 74 79
妙義カントリークラブ 柳澤 ⽂彦 砥⽯ 健太 市川 浩 髙橋 昌也
妙義 76 78 77 77
岡部チサンカントリークラブ 有川 ⻯次 樺沢 哲也 橋本 昌幸 ⾹川 正太
OKABE 79 78 82 74
岡部チサンカントリークラブ ⽩⾦ 満明 ⽥辺 昌彦 ⼤内⽥ 慎⼀郎 笠倉 伸夫
岡部チサンGちゃんズ 76 80 80 78

伊⾹保ゴルフクラブ 持⽥ 哲哉 志村 和彦 藤井 隆之 齋藤 誠
伊⾹保ゴルフクラブ 78 81 76 80
さいたまゴルフクラブ 服部 欣也 前⽥ 和彦 牧瀬 直⾏ 代 紀幸
Z会 85 75 79 81
⻘梅ゴルフ倶楽部 義⼭ 光浩 ⼭⽥ 豊 村上 ⼤介 野⼝ 知嗣
⻘梅MIX 80 80 80 90
東名厚⽊カントリー倶楽部 義⾒ 康介 中⾥ 匡良 櫻⽥ 厚 ⼩池 勉
海 84 77 90 82
オリムピックナショナルゴルフクラブ ⼤⽯ 和延 茂⽊ 宗之 才藤 ⼀郎 為沢 光紀
チーム ソソンソン 86 75 92 83
寄居カントリークラブ 藤⽥ ⼀洋 鈴⽊ 剛 江良 太宏 澤⽥ 康弘
チーム寄居 91 86 82 80
熊⾕ゴルフクラブ 吉川 正憲 ⼤野 博司 清⽔ 晃 鷲尾 聡
チームKUMAGAYA 79 89 81 89
箱根カントリー倶楽部 ⽯川 誠剛 ⾚津 裕次郎 ⼩菅 憲太郎 ⻘本 栄太郎
４BUDDIES 82 86 87 90
太平洋クラブ 内⽥ 俊彦 柴⽥ 哲 ⼟肥 幸児 ⽥内 久晴
太平洋クラブライオンズ 85 90 80 95
⻑太郎カントリークラブ 川⽥ 雄太 湯浅 ⼒ 河本 英⼈  
birdiehunters 80 88 90  
東名厚⽊カントリー倶楽部 知久 賢司 ⾦宮 釧哲 最賀 俊介 ⼾井 正志
TEAM LOLO 84 84 91 94
太平洋クラブ ⽥川 美道 ⽥川 遼 明沼 吉通 ⾕村 等
チームゴルフバカ 83 94 88 90
鳩⼭カントリークラブ ⽩尾 太助 藤原 英紀 平井 雄⼀郎 伊藤 隆雄
ピンポイント 87 96 78 102

〔条件〕
コース︓6,798yards（Par72）
天候︓曇り、北東の⾵（1m）
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2023.5.3 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（東⽇本地区決勝／2023.3.21 ⽯岡ゴルフ倶楽部）へ進出が決定


