
全国決勝競技 2022.5.3
⾼室池ゴルフ倶楽部

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
センコー株式会社 ⾼野 健汰 浜⽥ 拓也 北⼭ 健太郎 ⽯塚 祥成
センコーゴルフ部 72 75 75 75
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 75 74 78 73
岡部チサンカントリークラブ 船橋 数晃 ⾕⼝ 幸⼤ 関 茂⽣ ⼤島 勝
岡部チサンＢチーム 76 79 76 72

笠岡カントリー倶楽部 佐藤 雅彦 ⽩浜 ⾼⽂ 畑本 太 関 皐太
チーム笠岡 79 80 76 71
関空クラシックゴルフ倶楽部 下根 俊之 左近 哲也 辻野 智⼠
仲砂会 ⼀軍 76 70 81
オリムピックナショナルゴルフクラブ ⽥中 良博 ⿊滝 公彦 太⽥ 秀樹 林 久仁彦
GRIDDESIGN 76 73 79 79
三好カントリー倶楽部 福岡 逸⼈ 関⾕ 健夫 ⼟⽅ 邦裕 今川 知也
TEAM MiYOSHI 76 74 83 78
北六甲カントリークラブ ⽊下 光学 ⾼本 ⼤⼠ 東原 雅典 松村 宣⽣
北六甲ドリームチーム 75 76 78 80
株式会社オオヨドコーポレーション 淀 智哉 ⼤⼭ 朱賢 上峠 ⼀樹 安留 魁
チームオオヨド 76 94 74 79
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 尾⼦ ⾼史 笠嶋 直樹 ⽚岡 茂樹 ⽊⼾⼝ 義明
センチュリーシガ 77 77 81 76
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 77 73 89 80
⼋幡平カントリークラブ 佐々⽊ 太郎 斎藤 剛 ⼯藤 悟 ⾼橋 靖朋
ハンカクセーズ 75 78 80 78
サンロイヤルゴルフクラブ 福岡 史剛 吉⽥ 剛 野村 茂 明⽯ 俊治
サンロ会 82 77 77 77
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ ⼤⽮ 誠 藤⽊ 久⾂ 五⼗森 達哉 鶴留 昭⼈
チームフジキ 78 80 77 77
⽮板カントリークラブ 平野 邦広 後藤 貴浩 ⻑江 健市 張⽥ 巧
GREED360 84 77 77 78
⼭陽ゴルフ倶楽部 同前 拓資 ⾦光 洋⼆ 岡本 隆史 平⽥ 裕⼆
チーム⼭陽 76 77 80 80
泉佐野カントリークラブ 井坂 直樹 寺内 賢治 森元 正⼆ 紀伊埜本 馨
チーム サノカン 81 76 87 76
妙義カントリークラブ 柳澤 ⽂彦 砥⽯ 健太 市川 浩 ⾼橋 昌也
妙義 78 83 83 75
内宮運輸機⼯株式会社 今村 裕也 丸井 律輝 岩﨑 ⾠郎 福盛 豊
内宮運輸機⼯チームA 73 84 81 82
ザ・カントリークラブ 村⽥ 靖司 礒井 昭太 ⻄⼭ 学 坂東 雅樹
チーム spirits 77 85 77 82
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以上、第9回 ⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技）へのシード権獲得
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桑名カントリー倶楽部 藤井 広⽂ ⽟⼭ 博康 磯部 伊知郎 神農 竣以知
ドンガバチョ 78 79 86 79
倉敷カントリー倶楽部 幡司 道⼠哉 辺⾒ 瑞⼀郎 ⽊村 紀代志 上⽥ 昌志
倉敷カントリーズ 86 76 77 83
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 75 78 85 85
スリーレイクスカントリークラブ 調所 寛 早川 直希 平沼 宏康 伊藤 公介
スギタクカントリー 76 79 85 83
グランドスラムカントリークラブ ⻲⼭ 潤⼀ ⾼橋 宏冶 久光 征⾏ 佐藤 学
Team ひさかた 85 78 79 81
茨城ゴルフ倶楽部 眞﨑 敏寛 江川 健⼀ 富⽥ ⽂雄 林 三郎
シニアブラザーズ 76 80 79 81
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 86 74 81 88
郡⼭ゴルフ倶楽部 遠藤 孝 佐々⽊ 学 藤村 紀考 横⽥ ⻯汰
郡⼭ゴルフ倶楽部研修会 77 87 81 85
⾦城カントリークラブ 広藤 ⼤樹 佐々⽊ 寿来 ⼩⻄ 勝典 佐々⽊ 厚造
チームてん・てん 87 81 77 85
鎌ヶ⾕カントリークラブ 盛永 哲也 ⽥中 克幸 尾上 良明 加藤 靖司
GOMITORI 84 77 82 90
⼤阪ゴルフクラブ 桑原 克⽂ 中圖 基晴 ⽊下 吉隆 ⼤野 泰⽣
あばれ⾺ 84 77 86 87
⻑太郎カントリークラブ ⾦井 勝 鈴⽊ 正⼀郎 ⻄野 貴浩 ⽇改 哲也
OP会 86 82 84 82
伊⾹保ゴルフクラブ 持⽥ 哲哉 藤井 隆之 志村 和彦 斎藤 誠
伊⾹保ゴルフクラブA 85 89 81 83
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 渡邊 将⼈ ⼩島 孝仁 植本 ⼀ ⾼瀬 直⼈
⽇本のへそ 79 88 82 95
南総カントリークラブ 寄元 貴 ⽊島 康嘉 三⽊ 康弘 ⽯⽥ 剛啓
南総ワンハン同好会 88 88 97 91
富⼠市原ゴルフクラブ ⼩泉 洋平 ⼭端 知⾏ ⽥城 亨 0
south-t 77 108 91 __

〔条件〕
コース：6,739yards（Par72）
天候：晴れ、南東の⾵（1m）
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