
東日本地区決勝 2021.3.21

石岡ゴルフ倶楽部

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

岡部チサンカントリークラブ 船橋 数晃 谷口 幸大 大島 勝 関 茂生

岡部チサンＢ 77 74 74 74

内宮運輸機工株式会社 今村 裕也 安田 美祐 内宮 裕太 岩崎 辰郎

team SAKATA 77 87 84 77

茨城ゴルフ倶楽部 眞崎 敏寛 相馬 聡夫 富田 文雄 鈴木 国也

シニアブラザーズ 80 86 77 82

妙義カントリークラブ 市川 浩 高橋 昌也 柳澤 文彦 砥石 健太

妙義 79 83 79 90

オリムピックナショナルゴルフクラブ 黒滝 公彦 村山 浩伸 太田 秀樹 田中 良博

飛べばいいってもんじゃねーんだよ！ 80 86 83 79

石岡ゴルフ倶楽部 山中 将次 岡野 智弘 加納 秀益 五十嵐 崇仁

ISHIOKA4 78 83 81 89

那須小川ゴルフクラブ 西川 忠克 橋本 芳之 大谷 五一郎 鈴木 周吾

ドンB 85 84 84 75

オリムピックカントリークラブ 野村 太一郎 小野 竜彦 上條 覚 高橋 洋平

ボンチャンズ 82 83 79 89

水戸・ゴルフ・クラブ 河内 喜文 金子 壽波留 木名瀬 和重 根本 幸範

水戸ゴルフクラブBPN 70 95 79 95

埼玉国際ゴルフ倶楽部 金子 茂行 大柳 博也 伊禮 進 川部 真一

埼国チームA 79 82 83 97

伊香保ゴルフクラブ 木村 正伸 志村 和彦 藤井 隆之 斉藤 誠

伊香保ゴルフクラブ 81 82 84 88

おおむらさきゴルフ倶楽部 吉岡 進 篠田 裕邦 齊藤 賢司 牛之浜 純俊

チームSS＆SU 80 80 87 95

東ノ宮カントリークラブ 谷嶋 佳広 谷口 保 古橋 松男 本波 昌英

へっぽこチーム 84 98 85 78

日立ゴルフクラブ 森田 正浩 長沼 清司 池澤 健 赤須 哲也

MAIN 90 80 79 93

秦野カントリークラブ 石橋 良一也 山ノ上 利充 阿部 俊幸 松並 良

HATANO R2/T2 87 84 85 81

太平洋クラブ御殿場コース 森口 貴資 元田 賢一郎 丸山 晋一郎 国本 京佑

マルマルモリモト 84 83 87 83

大成建設株式会社 高松 邦成 佐藤 聖児 中塚 功二 遠藤 大介

大成建設ゴルフ部 95 78 90 85

プレステージカントリークラブ 森 重信 広田 将長 岡安 映昌 淺野 成烈

ぺろり〜ん 90 85 82 87

成田東カントリークラブ 長塚 康史 飯島 英樹 加藤 隆広 佐藤 大悟

チームY 92 82 99 80

横浜カントリークラブ 佐居 承緒 津田 宏尚 菊川 将 塚田 忠大

YCC 90 86 96 79

以上、日本クラブチームゴルフ選手権（全国決勝競技／2021.5.4 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定
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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

鷹ゴルフクラブ 野口 正和 梶谷 卓矢 高橋 和人 金川 基晴

鷹ゴルフ男気会 96 79 89 87

大平台カントリークラブ 加藤 明夫 瀬口 卓 大谷 日出雄 岡野 茂樹

大平台カントリークラブＡチーム 87 84 84 97

郡山熱海カントリークラブ 荒川 正裕 岡田 幸夫 熊田 俊彦 0

郡山熱海カントリークラブ 87 82 86 __

郡山ゴルフ倶楽部 遠藤 孝 藤村 紀孝 佐々木 学 横田 竜汰

KGC研修会 83 82 94 91

ナイガイ株式会社 浅井 康雄 長野 勝嗣 清古 秀則 高田 篤

チーム ナイガイ 85 88 108 83

湘南シーサイドカントリークラブ 明石 太郎 待合 勇史 倉橋 学滋 河邊 博和

チーム FUJISAWA 90 81 94 86

オリムピックカントリークラブ 海老原 隆仁 出浦 功 藤本 政光 小峰 教司

オリム東京 87 88 96 84

グレンオークスカントリークラブ 大原 俊弘 吉原 伸一 西山 英樹 嶺井 和彦

グレンオークス 84 88 90 90

長岡カントリー倶楽部 竹馬 正広 白濱 秀樹 北村 和秋 星野 節二

長岡カントリー倶楽部 96 88 87 87

水戸グリーンカントリークラブ 木名瀬 伸一 村上 信之 菊池 裕明 雨谷 勝広

チーム 山方 92 86 85 95

東筑波カントリークラブ 川井 一夫 穂戸田 光司 小野村 純 田淵 健治

チーム純さん 87 92 85 100

利府ゴルフ倶楽部 高橋 英樹 須田 圭一郎 臼井 泰仁 0

利府選抜 94 89 83 __

総武カントリークラブ 小川 貴央 古谷 亘 湯浅 良平 山本 将嗣

総武同好会 95 85 89 93

岡部チサンカントリークラブ 笠倉 伸夫 林 久仁彦 安藤 広幸 相原 位好

岡部Max 90 84 96 100

富岡倶楽部 五十嵐 清 岩瀬 克己 多賀谷 不二雄 石田 大輔

チーム富岡 87 97 94 92

北海道カントリークラブ 高島 昇司 水島 伸一 吉田 邦章 若月 和史

Danny's 95 95 89 92

石坂ゴルフ倶楽部 市井 好二 上原 一憲 嶋田 茂 渡邊 源

坂戸西インターから5分 99 94 91 93

大沼国際カントリークラブ 長濱 達也 寺谷 裕昭 石岡 秀貴 菊地 寛

チャンピン 93 94 95 97

〔条件〕

コース：Regular/6,807yards、Senior/6,497yards（Par72）

天候：雨、南の風（5m）
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