
関東D地区予選 2022.10.25
千葉カントリークラブ・川間コース

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
康貿易商事株式会社 本庄 政哉 東 紘平 ⾼⽊ 歩 ⼩原 淳
ESG Japan 71 76 76 73

⽮板カントリークラブ 平野 邦広 後藤 貴浩 張⽥ 巧 ⻑江 健市
Ycc280 77 84 73 71
茨城ゴルフ倶楽部 眞﨑 敏寛 林 三郎 富⽥ ⽂雄 鈴⽊ 國也
シニアブラザーズ 74 74 74 83
太平洋クラブ 松⽥ 考平 窪⽥ ⼀樹 前⽥ 男 三⽯ 郷史
太平洋クラブ 78 73 72 85
カントリークラブ ザ・レイクス 兼平 雄介 松⽥ ⼀秀 市⽑ 孝男 ⽥代 健
ザ・レイクス 73 77 84 79
葉⼭国際カンツリー倶楽部 岡本 拓 ⾅井 将男 晝間 秀計 徐 裕貴
葉⼭GYU 77 78 76 79
東松⼭カントリークラブ ⼀⾊ 哲也 上原 久幸 ⼤森 豊 塚崎 孝
チーム ビックフォレスト 80 81 76 75

オリムピック・カントリークラブ レイクつぶらだコース 岩下 泰佳 宮脇 裕之 ⾕⼝ 弘孝 北島 修治
新⽩⿃リベンジャーズ 80 73 79 85
あさひヶ丘カントリークラブ ⼊江 健太郎 中原 英 ⼭下 剛 関 ⼣介
あさひヶ丘 76 87 81 75
株式会社SUBARU 齋藤 稔 ⽥⾼ 和之 ⼤塚 武 星野 浩輝
SUBARU 83 79 77 77
東松⼭カントリークラブ ⼤久保 光彦 ⼩野 拓也 上原 岳 東 英樹
Silver Rock 74 79 84 81
おおむらさきゴルフ倶楽部 吉岡 進 ⽜之浜 純俊 篠⽥ 裕邦 ⿑藤 賢司
チームビッグパープル 72 86 79 83
センコー株式会社 伊藤 知彦 ⾼橋 毅 佐藤 将吾 酒寄 凌
センコー株式会社 関東チーム 77 81 79 79
常陽カントリー倶楽部 秋元 忠勝 宇⽥川 光男 永岡 頼之 鯨井 章
コーライ芝マスターズ 76 81 87 78
鷹ゴルフクラブ 野⼝ 正和 梶⾕ 卓⽮ ⾼橋 和⼈ ⼭崎 勉
鷹ゴルフ男気会 81 78 82 78
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 77 83 81 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 81 83 94
プレステージカントリークラブ 司代 正⼰ 穐本 義和 ⼭本 福治 林 政雄
彩のゴル友 86 79 89 84
千葉カントリークラブ 太⽥ 冨美夫 川鍋 ⼀朗 兼⼦ 洋⼆ ⼤橋 ⻯司
CCC-OK2 86 92 82 81
ロイヤルスターゴルフクラブ 所 英明 三浦 信哉 久保庭 毅 深⽥ 陽⼀
三浦危険マッスルバック 80 92 86 95

〔条件〕
コース︓6,590yards（Par72）
天候︓曇り、北東の⾵（2m）

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2023.5.3 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）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／2023.3.21 ⽯岡ゴルフ倶楽部）へ進出が決定
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