
関東E地区予選 2021.11.4
⼤利根カントリークラブ・⻄コース

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
オリムピックナショナルゴルフクラブ ⿊滝 公彦 林 久仁彦 ⽥中 良博 太⽥ 秀樹
GRIDDESIGN 80 74 73 78

富⼠市原ゴルフクラブ 菊池 幸⼈ ⼩泉 洋平 ⻘⽊ 敏⾏ ⽥城 亨
south-t 71 72 88 87
鷹ゴルフクラブ 野⼝ 正和 ⾼橋 和⼈ 梶⾕ 卓⽮ ⾦川 基晴
男気会 82 81 71 81
⻑太郎カントリークラブ ⻄野 貴浩 ⽯原 裕⼠ 鈴⽊ 正⼀郎 ⽇改 哲也
OP会 79 86 81 74
PGM⽯岡ゴルフクラブ 五⼗嵐 崇仁 岡野 智弘 ⼭中 将次 加納 秀益
ISHIOKA4 78 78 79 79
葉⼭国際カンツリー倶楽部 猪股 英昭 岡本 拓 晝間 秀計 徐 裕貴
葉⼭GYU 81 78 83 80
株式会社浅井 津下 和久 杉本 裕 ⿅島 裕樹 恩⽥ 拓哉
ASAI 86 77 80 84
湘南シーサイドカントリー倶楽部 明⽯ 太郎 倉橋 学滋 重⼭ 勝 渡邉 富⼠雄
シーサイド 81 82 79 94

東松⼭カントリークラブ ⼤森 豊 塚崎 孝 ⼀⾊ 哲也 上原 久幸
BIG  FOREST 78 85 94 80
株式会社SUBARU 齋藤 稔 ⽥⾼ 和之 本⽥ 彰宏 星野 浩輝
SUBARU 79 79 86 87
⼤平台カントリークラブ 加藤 明夫 森 ⼀成 中原 美晴 ⽵之内 秀⼀
⼤平台カントリークラブ Bチーム 86 77 85 83
グレンオークスカントリークラブ ⼤原 俊弘 吉原 伸⼀ ⻄⼭ 英樹 津下 昭
グレンオークスカントリークラブ 78 86 81 88
浦和ゴルフ倶楽部 浅野 博司 濱出 亨 當⿇ 正貴 松本 正⼈
⾃営 81 86 86 79
オリムピックスタッフ⾜利ゴルフコース 正⽊ 伊三雄 伊藤 孝司 岩淵 智宏 ⼤⽵ 伸吾
⾜利PRIDE 84 82 84 88
妙義カントリークラブ ⼾塚 尚夫 松井 宏之 内⼭ 光⼀ 安藤 俊介
楽しく廻る会 92 79 86 85
盛岡ハイランドカントリークラブ 吉⽥ 直⼈ 浅沼 仁史 ⼤泉 毅 杉澤 敬⼆
ザックリジャパン 98 88 81 85
⼤成有楽不動産株式会社 ⼤岡 祐⼀朗 藤永 寛⽣ ⾼⽊ 洋⼆ ⻑⾕川 洋
⼤成有楽ゴルフチーム 94 83 90 84
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 83 96
ゴールドマンサックス証券株式会社 ⻘⽊ 良亮 江川 剛司 ⼩泉 貴裕 0
ゴールドマンサックス 85 90 83 __
伊藤忠エネクスグループ 加藤 繁道 ⻄村 邦夫 増⽥ 俊⼆ 藍⼝ 修
ELS 101 83 88 90

20 261

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
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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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南総カントリークラブ 深⾕ 泰宏 鈴⽊ 正信 根本 伸治郎 野⽥ 勝義
パーパーボギー 84 93 87 92
オリムピックカントリークラブレイク つぶらだコース 誠道 晴義 渡邊 亨 ⼾⼝ 浩 ⼭本 浩之
チーム つぶ 89 86 98 93

〔条件〕
コース︓6,677yards（Par72）
天候︓晴れ、南東の⾵（1m）
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