
関東C地区予選 2021.10.16
富⼠カントリークラブ

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
静岡カントリー浜岡コース＆ホテル 増⽥ 圭介 伊藤 俊⾏ 松浦 勝志 平⽥ 司
チーム マスカット 72 77 73 78

東名カントリークラブ 井⼝ 学 坂⽥ 広⼀ ⾼橋 重司 貞廣 祐孝
東名C.C.4 83 76 71 78
東京国際ゴルフ倶楽部 ⿊⽥ 隆雅 ⽩井 伸明 中沢 太 鈴⽊ 薫
東京国際ゴルフ倶楽部Bチーム 79 74 86 72
社会福祉法⼈ 寿徳会 ⾦⽥ 義隆 久保⾕ 和明 久保⾕ 公貴 露⽊ 輝幸
寿徳会 84 74 69 84
伊東カントリークラブ 秋⼭ 佳輝 宮下 健 ⾼橋 弘幸 ⽥京 秀⼀
伊東カントリークラブ 76 80 76 78
北の杜カントリー倶楽部 林 博夫 ⾕川 幸仁 鈴⽊ ⼀樹 丹⽻ 昭由
北の杜チームB 84 83 75 75

御殿場ゴルフ倶楽部 曽根 正昭 橋本 博康 荒⽊ 誠 ⾨野 誠
御殿場ゴルフ倶楽部 79 82 75 85
東京よみうりカントリークラブ 野村 幸晴 ⼩笠原 信 杉本 保之 光宗 ⼀城
Scandals 80 82 78 80
富⼠カントリークラブ 加藤 了資 遠⼭ 敏正 冨井 実雄 ⾺越 憲太郎
FCC研修会A 82 84 81 75
⿅沼72カントリークラブ 相澤 直哉 和⽥ 道忠 森下 愛久 阿部 智伎
ジェニファー⼭⽥さん 77 76 87 98
富⼠宮ゴルフ倶楽部 松原 明守 海野 志郎 ⻫能 武史 安藤 弘
team amus 78 83 83 81
ミオス菊川カントリークラブ ⼩原 信次 吉⽥ 博史 向川 勝利 太⽥ 茂
ミオス 91 83 79 81
函南ゴルフ倶楽部 ⽯井 宏典 ⻄⼭ 穂⾼ 佐々⽊ 雄⼆ ⻘⽊ 勇
チームイーグル 82 81 86 82
北の杜カントリー倶楽部 武藤 俊治 花輪 玲太 杉⼭ 由紀彦 佐々⽊ 博⽂
北の杜カントリー倶楽部A 97 78 84 85
富⼠カントリークラブ 杉⼭ 満 ⽯川 修⼀ 加藤 裕之 秋⼭ ⼤
FCC研修会B 79 85 84 87
富⼠カントリークラブ 川⼝ 直之 甲⾕ 隆和 ⼯藤 哲⼈ 鈴⽊ 修
FCC研修会C 86 86 81 93
チェックメイトカントリークラブ 寺⻄ 謙治 ⻫藤 充 松島 宏光 ⽵内 重雄
チェックメイツ 92 86 81 91
東京国際ゴルフ倶楽部 清⽔ 聡史 新⾕ 太 ⼭崎 僚 荘司 康友
SEKASATOツアー 90 89 84 92

〔条件〕
コース：6,470yards（Par72）
天候：曇りのち⾬、北東の⾵（2m）
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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／2022.3.21 ⽯岡ゴルフ倶楽部）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（全国決勝競技／2022.5.3 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定


