
東⽇本地区決勝 2023.3.21
PGM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
イーグルポイントゴルフクラブ 清⽔ 隆史 勝⽥ 兵吉 相⾺ 智⼈ 平野 ⼤樹
チーム イーグルポイントゴルフクラブ 77 78 76 72
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 76 82 78 73
⽮板カントリークラブ 後藤 貴浩 張⽥ 巧 平野 邦広 ⻑江 健市
Ycc280 78 70 82 83
郡⼭ゴルフ倶楽部 遠藤 孝 佐々⽊ 学 横⽥ ⻯太 藤村 紀考
KGC研修会 72 88 79 80
⿅沼72カントリークラブ 相澤 直哉 中⽥ 綾乃 吉⽥ ⼤雅 和⽥ 道忠
帰りはアウトレット 80 82 70 85
グレンオークスカントリークラブ ⼤原 俊弘 宮川 修⼀ 津下 昭 吉原 伸⼀
グレンオークスカントリークラブ 79 87 78 76
太平洋クラブ 松⽥ 考平 柳澤 賢仁 前⽥ 男 三⽯ 郷史
太平洋クラブ 83 79 71 91
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 92 75 80 78
妙義カントリークラブ 柳澤 ⽂彦 砥⽯ 健太 市川 浩 髙橋 昌也
妙義 77 84 84 73
⽶原ゴルフ倶楽部 徳島 政治 新井 勇司 宮崎 秀樹 細⽮ 雅光
⽶原ゴルフ倶楽部 A 79 79 87 76
紫カントリークラブすみれコース ⼩林 隆寿 髙橋 ⼀君博 橋⾕ 有造 久保 努
スミレちゃん 75 88 76 83

⻑太郎カントリークラブ ⻄野 貴浩 ⽇改 哲也 鈴⽊ 正⼀郎 村本 雅輝
OP会 87 79 76 80
ロイヤルスターゴルフクラブ ⿑藤 誠⼀ 瀧澤 信⼆ 及川 芳弘 川上 慎⼀
オールドロイヤル 74 80 104 81
湘南シーサイドカントリー倶楽部 明⽯ 太郎 重⼭ 勝 倉橋 学滋 河邊 博和
チームFUJISAWA 81 74 81 82
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 73 83 81 82
伊東カントリークラブ 秋⼭ 佳輝 ⽥京 秀⼀ 髙橋 弘幸 宮下 健
バンリューゴルフ伊東カントリークラブ 75 79 83 82
函南ゴルフ倶楽部 ⽯井 宏典 ⻄⼭ 穂⾼ 平⽯ 武 ⻘⽊ 勇
函南チームZ 83 86 82 71
栃⽊ヶ丘ゴルフ倶楽部 村⽥ 全功 ⽚柳 勇 野妻 浩⼆ 幸福 信
栃⽊ヶ丘Aチーム 78 81 78 81
真名カントリークラブ 倉島 保⼀ ⻑島 洋介 奥村 祥国 酒巻 栄太
PUNK ROCK GOLFERS 75 82 81 81
⾜利カントリークラブ 飯塚 ⽂康 ⼩池 庸介 築地 ⼤輔 河野 哲也
中年ポンコツ連合 83 79 80 78

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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⼤⽇向カントリー倶楽部 ⽵澤 功泰 ⼩峰 裕 稲沢 宏之 鈴⽊ 貴⼠
⼤⽇向侍 81 84 80 77
レインボーヒルズカントリークラブ豊⾥コース 花⾹ 泰明 河野 真⼀ 伊勢 直史 中島 智明
レインボーヒルズカントリークラブ 80 80 84 78
中⼭カントリークラブ 湯澤 建⼈ ⽯井 勉 ⽯井 泰⾏ 奥⽥ 賢太郎
チーム中⼭ 83 76 81 82
岡部チサンカントリークラブ ⽩⾦ 満明 ⽥辺 昌彦 ⼤内⽥ 慎⼀郎 笠倉 伸夫
岡部チサンGちゃんズ 76 90 83 80
オリムピックナショナルゴルフクラブ 安本 ⿓司 畑⼭ 健⼀ ⾙森 恵介 井上 学
暗⿊の⾙森騎⼠団 78 83 82 81
プレステージカントリークラブ 森 重信 広⽥ 将⻑ 岡安 映昌 淺野 成烈
ぺろりーん 84 86 80 78
グレンオークスカントリークラブ ⽥中 健 ⻄⼭ 英樹 平⼭ 弘昭 嶋⽥ 尚治
Team Old School 81 81 83 81
JGMベルエアゴルフクラブ ⽯⽥ 三男 ⼤⾕ 康孝 ⼩⾒ 康雄 橋⽖ 義典
チーム ベルエア 82 88 82 80
東京国際ゴルフ倶楽部 ⽩井 伸明 飯島 雄介 福⽥ 隆志  
チームTKGC 92 78 74  
⼤成建設株式会社 遠藤 ⼤介 宇都 隆博 髙松 邦成 佐藤 聖児
⼤成建設ゴルフ部 84 80 81 87
岡部チサンカントリークラブ 有川 ⻯次 樺沢 哲也 橋本 昌幸 ⾹川 正太
OKABE 83 85 88 80
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 88 82 83 83
新千葉カントリー倶楽部 阿部 利治 吉原 明裕 服部 孔明 ⽚岡 光⼀
蛤 特攻隊 88 89 82 79
東松⼭カントリークラブ 原⼝ 裕光 上原 久幸 ⼤森 豊 塚崎 孝
チーム ビックフォレスト 85 85 84 82
札幌カントリー倶楽部 安⻫ 駿 中村 誠 加藤 ⼒ 松本 正伸
真駒内 86 84 90 81
レイク相模カントリークラブ ⽯井 聡 有川 潤 林 寛雄 福室 守
⼭⽥クラブ21 93 77 83 91
グランドスラムカントリークラブ ⻲⼭ 潤⼀ ⾼橋 宏治 久光 征⾏ 佐藤 学
TEAM ひさかたパワー 90 87 83 85
武蔵松⼭カントリークラブ 川上 智彦 横内 義之 ⽴本 敬⼈ 新井 国博
チームTAKY 79 89 87 91
⻘梅ゴルフ倶楽部 福⽥ ⼤介 酒井 透 ⼩野 修 神⽬ 亘
チームオサム 90 91 90 80
北海道ブルックスカントリークラブ 村⽥ 順⼆ ⼤堀 達也 上⽔ 勝博 末永 直樹
北海道ブルックスチーム 89 82 96 91

〔条件〕
コース︓6,773yards（Par72）
天候︓晴れのち曇り、南東の⾵（3m）
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