
関東E地区予選 2022.11.2
⼤利根カントリークラブ・東コース

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
⽔⼾ゴルフクラブ ⾦⼦ 壽波留 尾崎 幸⼀郎 関 昌⼀ 三輪野 ⻯⼀郎
teddy-boyʼs 75 80 77 80

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 77 84 79 76
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 80 75 88 78
東京国際ゴルフ倶楽部 ⽩井 伸明 飯島 雄介 鈴⽊ 薫 福⽥ 隆志
チームTKGC 86 90 78 70
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 80 80 81 78
⻑太郎カントリークラブ ⻄野 貴浩 ⽇改 哲也 鈴⽊ 正⼀郎 知久 慎治
OP会 81 82 75 82

静ヒルズカントリークラブ 海野 洋⼀ 根本 幸範 佐々⽊ 謙彦 井上 浩輔
Shizu-Hills 77 82 79 83
伊⾹保ゴルフクラブ 持⽥ 哲哉 志村 和彦 藤井 隆之 齋藤 誠
伊⾹保ゴルフクラブ 81 82 81 80
浦和ゴルフ倶楽部 當⿇ 正貴 浅野 博司 浜出 亨 松本 正⼈
浦和 84 80 91 78
東筑波カントリークラブ 村下 秀和 川井 ⼀夫 ⼩野村 純 ⽥淵 健治
チーム純さん 81 77 87 92
JGMやさと⽯岡ゴルフクラブ 藁⾕ 裕典 伊藤 繁 酒井 和久 遠藤 克⼈
JGMやさと 84 88 83 81
ブリック&ウッドクラブ ⽩⼭ 敬⼆ 塩⽥ 哲夫 ⼩林 正明 ⼭下 杏南
オーシャンズ4 88 82 82 84
カレドニアン・ゴルフクラブ 北原 慎也 国井 孝嗣 松下 宗嗣 植原 ⼤作
カレド877 86 89 77 88
東松苑ゴルフ倶楽部 前⽥ 照利 ⽥⼝ 敦 永井 正⾏ 中⼭ 拳甫
榊チーム 93 77 86 91
中津川カントリークラブ 保⽊本 亘 太⽥ 朋之 元⽊ ⼀利 遠藤 弘樹
中津川スクラッチ会 83 82 91 90
東松苑ゴルフ倶楽部 林 荘吉 中 久⾼ 和泉 久志 浅野 義仁
東松苑 楓 80 91 85 93
東松苑ゴルフ倶楽部 坂内 義之 ⽯川 公⼀ 野村 裕⼆ 桑⼭ 信泰
欅チーム 83 88 86 94
京カントリークラブ ⿊⽥ 匡彦 荻島 征彦 志賀 裕幸 ⻄海 正麗
KSC 91 90 84 90
株式会社千代⽥エムズ 中嶋 政則 前島 清史 ⼩関 貴之 飯⽥ 亘昭
エムズ 90 93 96 83

〔条件〕
コース︓6,568yards（Par72）
天候︓晴れ、北東の⾵（2m）

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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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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