
関東F地区予選 2021.11.25
浜野ゴルフクラブ

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
姉ヶ崎カントリークラブ ⾼橋 利哉 神取 佑樹 傍島 伸之 永井 貴之
姉ヶ崎C.C.選抜チーム 72 76 76 75

内宮運輸機⼯株式会社 今村 裕也 丸井 律輝 福盛 豊 岩﨑 ⾠郎
内宮運輸機⼯チームA 75 78 81 79
成⽥東カントリークラブ ⾼橋 健 ⽯井 秀明 松丸 佳孝 加藤 隆広
チームA 77 80 75 88
オーク・ヒルズ カントリークラブ ⾦⼦ 貴司 ⼭端 孝博 内⼭ ⼤介 秋保 宏之
Team ねこ 81 79 75 84
あさひが丘カントリークラブ ⼭下 剛 ⼭本 ⾼明 ⼊江 健太郎 関 ⼣介
ACC 82 90 78 76
⽶原ゴルフ倶楽部 ⽥代 量裕 宮崎 秀樹 平塚 寛彰 野本 尚宏
⽶原ゴルフ倶楽部B 78 82 86 77
株式会社NITTAI ⼤村 勁 髙⼭ 聡 買⼿ 徳唯 宗像 幸治
ONE&lsquo;Sレンタル 87 79 84 78
栃⽊ヶ丘ゴルフ倶楽部 村⽥ 全功 鎌⽥ 栄⼀ 野妻 浩⼆ 幸福 信
栃⽊ヶ丘Aチーム 81 NR 87 76

レイク相模カントリークラブ ⽯井 聡 林 寛雄 福室 守 荒井 ⻁史
レイク相模Ｚ 87 79 82 86
東松⼭カントリークラブ ⼩野 拓也 ⼤久保 光彦 上原 岳 東 英樹
Silver Rock 80 86 91 81
オーク・ヒルズ カントリークラブ ⼩林 正郎 望⽉ 成樹 前⽥ 浩⼀ 佐藤 雅和
Team モッチー 88 86 80 82
東松⼭カントリークラブ 加藤 睦夫 景⼭ 厚 瀧波 三男 松本 直樹
TMV4 81 86 81 90
⽶原ゴルフ倶楽部 徳島 政治 細⽮ 雅光 新井 勇司 江頭 幸雄
⽶原ゴルフ倶楽部A 83 81 85 88
南総カントリークラブ ⻘⽊ 啓 和⽥ 考⾏ ⻫藤 正⼈ ⻫藤 健治
FLY HIGH 82 78 89 94
南総カントリークラブ 佐原 忠志 保坂 元 ⻄川 正樹 永⽥ 正⼈
佐永元樹 81 95 84 84
オーク・ヒルズ カントリークラブ 古屋 淳 川瀬 裕介 ⽶⼭ 省吾 ⾼橋 毅
Team よね 84 90 85 84
磯⼦カンツリークラブ 新井 徹 鈴⽊ 勇 菊地 泰彦 中村 光郎
勇志会 91 79 87 88
内宮運輸機⼯株式会社 内宮 裕太 安⽥ 美祐 内宮 昌利 内宮 晴啓
内宮運輸機⼯チームB 83 80 93 98
レイク相模カントリークラブ ⼤⽊ 茂 平⼭ 浩篤 井上 健治 阪本 明⼤
レイク相模X 84 91 82 94
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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



桜ヶ丘カントリークラブ 林 亨 ⾠⺒ 賢⼀ 佐居 敏光 ⽟川 泰三
cherry boys 92 85 87 88
プレステージカントリークラブ 今古賀 覚 ⽵内 誠 ⼭⽥ 慶太 ⽵越 喜群
プレステ4 93 90 78 94
⼤⽇本印刷株式会社 寺崎 裕和 佐藤 ⼀範 奥村 幸⼀郎 佐藤 俊介
Team DNP 89 93 86 88
東千葉カントリークラブ ⼤森 義浩 ⾼橋 勇介 本⼭ 雄貴 吉元 幸次郎
8929もとやま 101 96 84 99

〔条件〕
コース：6,849yards（Par72）
天候：晴れ、北東の⾵（2m）
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