
＜開催概要＞
ラキールカップ 第8回 ⽇本クラブチームゴルフ選⼿権 全国決勝競技
会場︓⾼室池ゴルフ倶楽部 Regular︓6,739yard、Senior︓6,431yard（Par71）
   〒673-1472 兵庫県加東市上三草1132-2（TEL 0795-42-8100）
出場︓36チーム（144名）
⽇程︓2022年5⽉3⽇（祝）

＜注意事項＞
ご案内のスタート時間（40分前）までにご来場、受付をお済ませ下さい。
※競技当⽇、⽋席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更になる場合があります。

＜受付開始＞
受付（6:00から）、レストラン、練習場（6:15から）

＜表彰式、パーティー、試打会＞
新型コロナウイルス対策のために、表彰パーティー、試打会は中⽌させて頂きます。
ゴルフネットワークの番組⽤に簡易な表彰式及びインタビューのみ⾏います。
上位3チームと個⼈最上位者は表彰式にご出席ください。（⽋席の場合シード権等が付与されません）

＜ギャラリー観戦＞
例年実施しておりますギャラリー⼊場は、コロナウイルス感染対策のため中⽌させて頂きます。

＜翌年度、全国決勝競技シードチーム＞
上位3チームは、第9回 ⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技）シード権を付与する。

＜ゴルフパートナー PRO-AMトーナメント出場権＞
個⼈成績の最上位者には、5⽉21⽇〜22⽇に開催されるJGTO・ゴルフパートナー PRO-AMトー
ナメント（シングルス競技）の出場権を付与する。

＜ゴルフネットワーク収録＞
⼤会後援のゴルフ専⾨チャンネル「ゴルフネットワーク」にて⼤会の模様が放映されます。
団体競技ですので、チームウェアの揃っているチームを中⼼に撮影させて頂く予定です。
撮影やインタビューには是⾮ご協⼒お願いします︕

＜緊急連絡先＞
運営本部 080-6578-1414（競技当⽇の連絡先）

⽇本クラブチームゴルフ選⼿権
競技運営責任者

豊島 豊



〔アウトコース〕 全国決勝競技
※通常の10番ホール ⾼室池ゴルフ倶楽部

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

柳澤 ⽂彦 砥⽯ 健太 桑原 克⽂ 中圖 基晴

寄元 貴 ⽊島 康嘉 ⽊下 光学 ⾼本 ⼤⼠

⻲⼭ 潤⼀ ⾼橋 宏冶 淀 智哉 ⼤⼭ 朱賢

遠藤 孝 佐々⽊ 学 福岡 史剛 吉⽥ 剛

秋⼭ 佳輝 宮下 健 調所 寛 早川 直希

⾦井 勝 鈴⽊ 正⼀郎 広藤 ⼤樹 佐々⽊ 寿来

菊池 幸⼈ ⼩泉 洋平 藤井 広⽂ ⽟⼭ 博康

五⼗嵐 崇仁 岡野 智弘 村⽥ 靖司 礒井 昭太

今村 裕也 丸井 律輝 井坂 直樹 寺内 賢治

佐々⽊ 太郎 斎藤 剛 ⾼野 健汰 浜⽥ 拓也

盛永 哲也 ⽥中 克幸 尾⼦ ⾼史 笠嶋 直樹

持⽥ 哲哉 藤井 隆之 同前 拓資 岡本 隆史

船橋 数晃 ⼤島 勝 ⼤⽮ 誠 藤⽊ 久⾂

増⽥ 圭介 伊藤 俊⾏ 佐藤 雅彦 ⽩浜 ⾼⽂

⽥中 良博 ⿊滝 公彦 幡司 道⼠哉 辺⾒ 瑞⼀郎

⾼橋 利哉 神取 佑樹 福岡 逸⼈ 関⾕ 健夫

平野 邦広 後藤 貴浩 渡邊 将⼈ ⼩島 孝仁

眞﨑 敏寛 江川 健⼀ 下根 俊之 左近 哲也

17 9:46
⽮板カントリークラブ・GREED360 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・⽇本のへそ

15 9:30
オリムピックナショナルゴルフクラブ・GRIDDESIGN 倉敷カントリー倶楽部・倉敷カントリーズ

16 9:38
姉ヶ崎カントリークラブ・姉ヶ崎C.C.選抜チーム 三好カントリー倶楽部・TEAM MiYOSHI

13 9:14
岡部チサンカントリークラブ・岡部チサンＢチーム ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ・チームフジキ

14 9:22
静岡カントリー浜岡コース＆ホテル・チーム マスカット 笠岡カントリー倶楽部・チーム笠岡

11 8:58
鎌ヶ⾕カントリークラブ・GOMITORI センチュリー・シガ・ゴルフクラブ・センチュリーシガ

12 9:06
伊⾹保ゴルフクラブ・伊⾹保ゴルフクラブA ⼭陽ゴルフ倶楽部・チーム⼭陽

9 8:34
内宮運輸機⼯株式会社・内宮運輸機⼯チームA 泉佐野カントリークラブ・チーム サノカン

10 8:42
⼋幡平カントリークラブ・ハンカクセーズ センコー株式会社・センコーゴルフ部

南総カントリークラブ・南総ワンハン同好会 北六甲カントリークラブ・北六甲ドリームチーム

7 8:18
富⼠市原ゴルフクラブ・south-t 桑名カントリー倶楽部・ドンガバチョ

8 8:26
PGM⽯岡ゴルフクラブ・ISHIOKA4 ザ・カントリークラブ・チーム spirits

5 8:02
伊東カントリークラブ・伊東カントリークラブ スリーレイクスカントリークラブ・スギタクカントリー

6 8:10
⻑太郎カントリークラブ・OP会 ⾦城カントリークラブ・チームてん・てん

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

18 9:54
茨城ゴルフ倶楽部・シニアブラザーズ 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会 ⼀軍

3 7:46
グランドスラムカントリークラブ・Team ひさかた 株式会社オオヨドコーポレーション・チームオオヨド

4 7:54
郡⼭ゴルフ倶楽部・郡⼭ゴルフ倶楽部研修会 サンロイヤルゴルフクラブ・サンロ会

1 7:30
妙義カントリークラブ・妙義 ⼤阪ゴルフクラブ・あばれ⾺

2 7:38



〔インコース〕 全国決勝競技
※通常の1番ホール ⾼室池ゴルフ倶楽部

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

市川 浩 ⾼橋 昌也 ⽊下 吉隆 ⼤野 泰⽣

三⽊ 康弘 ⽯⽥ 剛啓 東原 雅典 松村 宣⽣

久光 征⾏ 佐藤 学 上峠 ⼀樹 安留 魁

藤村 紀考 横⽥ ⻯汰 野村 茂 明⽯ 俊治

⾼橋 弘幸 ⽥京 秀⼀ 平沼 宏康 伊藤 公介

⻄野 貴浩 ⽇改 哲也 ⼩⻄ 勝典 佐々⽊ 厚造

島⽥ ⻯泰 ⽥城 亨 磯部 伊知郎 神農 竣以知

⼭中 将次 加納 秀益 ⻄⼭ 学 坂東 雅樹

岩﨑 ⾠郎 福盛 豊 森元 正⼆ 紀伊埜本 馨

⼯藤 悟 ⾼橋 靖朋 北⼭ 健太郎 ⽯塚 祥成

尾上 良明 加藤 靖司 ⽚岡 茂樹 ⽊⼾⼝ 義明

志村 和彦 斎藤 誠 ⾦光 洋⼆ 平⽥ 裕⼆

関 茂⽣ ⾕⼝ 幸⼤ 五⼗森 達哉 鶴留 昭⼈

松浦 勝志 平⽥ 司 畑本 太 関 皐太

太⽥ 秀樹 林 久仁彦 ⽊村 紀代志 上⽥ 昌志

傍島 伸之 永井 貴之 ⼟⽅ 邦裕 今川 知也

⻑江 健市 張⽥ 巧 植本 ⼀ ⾼瀬 直⼈

富⽥ ⽂雄 林 三郎 ⼆宮 ⼀也 辻野 智⼠
18 9:54

茨城ゴルフ倶楽部・シニアブラザーズ 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会 ⼀軍

16 9:38
姉ヶ崎カントリークラブ・姉ヶ崎C.C.選抜チーム 三好カントリー倶楽部・TEAM MiYOSHI

17 9:46
⽮板カントリークラブ・GREED360 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・⽇本のへそ

14 9:22
静岡カントリー浜岡コース＆ホテル・チーム マスカット 笠岡カントリー倶楽部・チーム笠岡

15 9:30
オリムピックナショナルゴルフクラブ・GRIDDESIGN 倉敷カントリー倶楽部・倉敷カントリーズ

11 8:58
鎌ヶ⾕カントリークラブ・GOMITORI センチュリー・シガ・ゴルフクラブ・センチュリーシガ

13 9:14
岡部チサンカントリークラブ・岡部チサンＢチーム ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ・チームフジキ

12 9:06
伊⾹保ゴルフクラブ・伊⾹保ゴルフクラブA ⼭陽ゴルフ倶楽部・チーム⼭陽

9 8:34
内宮運輸機⼯株式会社・内宮運輸機⼯チームA 泉佐野カントリークラブ・チーム サノカン

10 8:42
⼋幡平カントリークラブ・ハンカクセーズ センコー株式会社・センコーゴルフ部

7 8:18
富⼠市原ゴルフクラブ・south-t 桑名カントリー倶楽部・ドンガバチョ

8 8:26
PGM⽯岡ゴルフクラブ・ISHIOKA4 ザ・カントリークラブ・チーム spirits

5 8:02
伊東カントリークラブ・伊東カントリークラブ スリーレイクスカントリークラブ・スギタクカントリー

6 8:10
⻑太郎カントリークラブ・OP会 ⾦城カントリークラブ・チームてん・てん

3 7:46
グランドスラムカントリークラブ・Team ひさかた 株式会社オオヨドコーポレーション・チームオオヨド

4 7:54
郡⼭ゴルフ倶楽部・郡⼭ゴルフ倶楽部研修会 サンロイヤルゴルフクラブ・サンロ会

1 7:30
妙義カントリークラブ・妙義 ⼤阪ゴルフクラブ・あばれ⾺

2 7:38
南総カントリークラブ・南総ワンハン同好会 北六甲カントリークラブ・北六甲ドリームチーム

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名


