
東⽇本地区決勝 2022.3.21
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
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 71 76 75 73
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 81 73 78
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 77 72 76
富⼠市原ゴルフクラブ 菊池 幸⼈ ⼩泉 洋平 島⽥ ⻯泰 ⽥城 亨
south-t 72 70 84 91
⻑太郎カントリークラブ ⻄野 貴浩 鈴⽊ 正⼀郎 ⽇改 哲也 相内 俊彦
OP会 83 69 76 82
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 76 74 80 82
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 72 90 74 85
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 82 80 79 74
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 83 77 78 78
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 80 83 81 73

栃⽊ヶ丘ゴルフ倶楽部 村⽥ 全功 鎌⽥ 栄⼀ 野妻 浩⼆ 幸福 信
栃⽊ヶ丘Aチーム 78 74 82 85
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 83 86 77 74
鷹ゴルフクラブ 野⼝ 正和 梶⾕ 卓⽮ ⾼橋 和⼈ ⼭崎 勉
男気会 82 78 87 74
成⽥ゴルフ倶楽部 勝⽥ 兵吉 信岡 史将 下庄 桂司 松本 武夫
チームNarita 81 79 75 82
葉⼭国際カンツリー倶楽部 猪股 英昭 晝間 秀計 岡本 拓 徐 裕貴
葉⼭GYU 93 81 70 84
⽶原ゴルフ倶楽部 宮崎 秀樹 野本 尚宏 ⽥代 量裕 鈴⽊ 宣博
⽶原ゴルフ倶楽部B 90 77 81 79
岡部チサンカントリークラブ ⽩⾦ 満明 ⼤内⽥ 慎⼀郎 ⽥辺 昌彦 有川 ⻯次
Gちゃんズ 73 83 82 85
センコー株式会社 都 和⾺ 酒寄 凌 ⾼橋 毅 佐藤 将吾
センコー関東チーム 76 87 83 79
原⽥鉄筋株式会社 松下 宗嗣 佐藤 洋三 ⼤濱 賢治 岡本 弘明
TEAM Fe 74 84 94 81
株式会社浅井 津下 和久 杉本 裕 ⿅島 裕樹 恩⽥ 拓哉
ASAI 84 83 78 79
⿅沼カントリー倶楽部 布施 政勝 ⽇下部 浩寿 ⽊村 厚 横⽥ 忠雄
⿅遊会 73 86 82 85
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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／2022.5.3 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定
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合同会社THE SUN GOLF ⾼江 ⼀王 吹⽥ 浩⼀ 中嶌 豊 ⼟井 敬介
サンゴルフ 81 86 76 83
札幌カントリークラブ 真駒内 安⻫ 駿 中村 誠 加藤 ⼒ 松本 正伸
ようてい 81 82 89 77
成⽥東カントリークラブ ⾼橋 健 ⽯井 秀明 松丸 佳孝 潮来 勝弘
チームA 84 81 83 78
東京国際ゴルフ倶楽部 ⿊⽥ 隆雅 ⽩井 伸明 中沢 太 鈴⽊ 薫
東京国際ゴルフ倶楽部Bチーム 75 84 86 83
オーク・ヒルズ カントリークラブ 佐藤 雅和 ⼭端 孝博 内⼭ ⼤介 秋保 宏之
Team ねこ 88 80 80 82
おおむらさきゴルフ倶楽部 吉岡 進 篠⽥ 裕邦 ⿑藤 賢司 ⽜之濱 純俊
とにかく頑張るズ 78 76 89 90
あさひが丘カントリークラブ ⼭下 剛 ⼭本 ⾼明 ⼊江 健太郎 関 ⼣介
ACC 83 90 78 82
社会福祉法⼈ 寿徳会 ⾦⽥ 義隆 久保⾕ 和明 久保⾕ 公貴 露⽊ 輝幸
寿徳会 91 81 71 91
⽇⽴ゴルフクラブ 森⽥ 正浩 ⻑沼 清司 池澤 健 ⾚須 哲也
MAIN 79 84 81 87
東松⼭カントリークラブ ⼀⾊ 哲也 ⼤久保 光彦 東 英樹 0
Silver Rock 89 80 75 __
湘南シーサイドカントリー倶楽部 明⽯ 太郎 倉橋 学滋 神⼾ 敦 渡邉 富⼠雄
シーサイド 82 79 84 84
御殿場ゴルフ倶楽部 曽根 正昭 橋本 博康 荒⽊ 誠 ⾨野 誠
御殿場ゴルフ倶楽部 85 84 80 81
皐⽉ゴルフ倶楽部 佐野コース 藤平 康法 櫻井 太原 村⼭ 智輝 埴原 太郎
皐⽉野郎Bチーム 75 86 86 92
箱根カントリー倶楽部 ⾚津 裕次郎 ⻘本 栄太郎 ⽯川 誠剛 ⼩菅 憲太郎
TEAM HAKONE 92 81 81 85
北の杜カントリー倶楽部 林 博夫 ⾕川 幸仁 武藤 俊冶 三枝 寛
北の杜チームB 102 82 90 79
東ノ宮カントリークラブ ⾕⼝ 保 ⼤森 志郎 稲⽣ 悦男 ⾕⼝ 謙⼆
チーム・サクラ 91 90 74 90
桂ゴルフ倶楽部 ⼭野内 貴義 荒⽊ 啓⾄ 三上 寿 鈴⽊ 亜久⾥
HACHI兵衛 84 85 88 86
太平洋クラブ御殿場コース 森⼝ 貴資 江原 泰博 元⽥ 賢⼀郎 国本 京佑
チームデイトナ 85 97 92 82
さいたまゴルフクラブ 前⽥ 和彦 代 紀幸 牧瀬 直⾏ 服部 欣也
Z 84 87 90 90

〔条件〕
コース：6,593yards（Par72）
天候：雲のち晴れ、南東の⾵（2m）
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