
関東B地区予選 2021.10.14
嵐⼭カントリークラブ

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
岡部チサンカントリークラブ 船橋 数晃 ⼤島 勝 関 茂⽣ ⾕⼝ 幸⼤
岡部チサンBチーム 77 75 76 66

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 73 77 81 80
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 91 72 81 81
妙義カントリークラブ 市川 浩 ⾼橋 昌也 柳澤 ⽂彦 砥⽯ 健太
妙義 84 78 80 78
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 76 82 83 81
箱根カントリー倶楽部 ⼩菅 憲太郎 ⾚津 裕次郎 ⽯川 誠剛 ⻘本 栄太郎
TEAM HAKONE 81 80 79 91

熊⾕ゴルフクラブ 吉川 正憲 塚越 ⼀宏 清⽔ 晃 鷲尾 聡
熊⾕ゴルフクラブ 77 82 83 83
株式会社ものくる 為沢 光紀 ⽩⽯ 康博 茂⽊ 宗之 鷲⼭⼤輔
チームあずみA 83 111 73 86
森林公園ゴルフ倶楽部 渡邉 明稔 ⻄野 伸幸 ⼩林 正志 住吉 正光
ASAS 76 85 82 88
嵐⼭カントリークラブ 菅井 雅之 ⾦井 篤司 辻 啓⼀ ⽊村 ⽴児
ザ・嵐⼭ 82 79 86 84
寄居カントリークラブ ⽊村 直弘 武内 孝⽂ 鈴⽊ 剛 服部 上
ニアバーベースターズ 89 95 78 78
⻘梅ゴルフクラブ 野⼝ 知嗣 ⼭⽥ 豊 中野渡 健 義⼭ 光浩
⻘梅MIX 87 82 82 83
⽯坂ゴルフ倶楽部 市井 好⼆ 上原 ⼀憲 嶋⽥ 茂 渡辺 源
⼥⼦チームは強いよ 92 79 83 86
東千葉カントリークラブ 速⽔ 浩⼆ 澤井 均 村⽥ 達勇 和⽥ 敏郎
東千葉オルタナティブ 86 96 86 79
千葉カントリークラブ ⼯藤 英⼈ 内藤 裕治 岡⽥ 直⼰ 前⽥ 知憲
ハーベス 85 84 85 83
⽇⾼カントリークラブ 林 雅俊 津村 ⻯浩 佐藤 嘉友 ⼩⼭ 明宏
サンハイエース 86 88 87 79
⽇⾼カントリークラブ 阿部 逸朗 本藤 利⼀ 本澤 顕⼀ ⽯垣 徹
サンハイスター 80 91 82 97
株式会社ものくる ⼤⽯ 和延 才藤 ⼀郎 ⽯⽥ 雅之 釣部 雅義
チームあずみB 90 87 86 86

〔条件〕
コース：6,847yards（Par72）
天候：晴れ、南東の⾵（1m）
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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／2022.3.21 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／2022.5.3 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定


