
九州地区予選 2021.10.12
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ

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
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ ⼤⽮ 誠 藤⽊ 久⾂ 五⼗森 達哉 鶴留 昭⼈
チームフジキ 78 74 76 77

鷹⽻ロイヤルカントリークラブ 緒⽅ 康憲 吉⽥ 俊介 相良 和也 ⽊村 謙治
タカハ軍団 73 83 78 76
茜ゴルフクラブ ⾺場 崇 佐⽵ 美昭 鈴⼭ 智 李 成鐘
チームゼロ 77 87 72 95
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 宮津 雄⼀郎 ⻄原 来福 ⼆島 進 ⽩川 雅路
レボリューション 79 76 84 84
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ ⽯井 新也 ⼤⽯ 勤 結城 茂 成世 匡章
チーム がおか 79 79 86 81

ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 永井 義⽂ 秋本 啓治 松尾 博明 ⼤熊 圭⼀
チームQFC 78 83 80 84
⻄⼾崎シーサイドカントリークラブ 井上 勘昭 ⼭本 浩司 ⽯垣 ⼀誠 崎村 和喜
SSCC 82 81 81 80
⼭⼝レインボーヒルズ泉⽔原ゴルフクラブ ⽥中 努 荒澤 秀男 吉富 誠 村岡 秀樹
チーム101 85 81 87 76
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ ⻄園 光則 藤野 賢児 中野 好也 武富 徹郎
ラブ イズ オーバー 89 78 77 87
福岡レイクサイドカントリークラブ 吉野 恵⼀ 内嶋 ⿓⼀ 的野 信⼀ 茅野 政喜
福岡レイクサイドAチーム 82 83 77 102
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ ⾼⽊ 浩 松永 成⽂ ⼿島 豊治 伊森 幹雄
TEAM俺のおかげ 76 85 88 85
ギャツビイゴルフクラブ 塩澤 宣丈 ⾼橋 茂樹 内尾 忠⾂ 倉 尚
TEAM TAHTA 83 86 93 82
別府扇⼭ゴルフ倶楽部 ⻄岡 透 ⼤川 裕暁 後藤 謙治 芝⽥ 泰明
TEAMアルファー 94 97 75 82
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 ⻑野 毅 ⼋⽥ 浩充 清⽔ ⿓平 ⻄村 拓⼀
F（エフ） 84 86 85 83
茜ゴルフクラブ 花⽥ 勇⼆ 秋吉 謙満 ⼭上 和之 原⽥ 開
チームゼロプラス 85 87 84 85
九電ビジネスソリューションズ株式会社 ⽥畑 義⽂ 井上 英和 ⾺場 忠⽂ 井⼿下 敏宏
Team Qsol 95 103 92 85
ザ・クラシックゴルフ倶楽部 渡部 幸夫 ⼩佐古 哲哉 森 義憲 0
チーム縁 89 91 98 __
佐世保平⼾カントリークラブ 久⽥ 弘⽂ 鶴 正義 河内 俊雄 久⽥ 智之
ボギークラブ 95 98 99 92
TOTO株式会社 松本 浩⼆ 多賀 史年 伊藤 智勝 松⽥ 弘明
チーム陸翔 103 84 98 104

〔条件〕
コース：6,918yards（Par72）
天候：晴れ時々曇り、北東の⾵（3m）
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2022.3.26 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ）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（全国決勝競技／2022.5.3 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定


