
⻄西⽇日本地区決勝競技 2017.3.18
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ

No 企業名／チーム名 選⼿手名 選⼿手名 選⼿手名 選⼿手名 チームスコア
佐賀カントリー倶楽部 浜崎  晃 ⻄西尾  公孝 ⼯工藤  英由紀 ⽷糸⼭山  和⾂臣
まあまあたあ 89 74 77 82
滝の宮カントリークラブ 藤井  和則 岡⽥田  ⼀一功 鈴鈴野  洸成 ⽯石川  善久
team  コーニィ 77 96 85 72
武雄嬉野カントリークラブ ⻲亀井  敏樹 ⽯石本  稔 下川  正弘 橋本  学
武雄嬉野C.C 77 77 82 87
鷹の巣ゴルフクラブ 三上  主樹 中村  公彦 井上  貴博 池本  燿由貴
チームC 75 80 83 82
⽇日本ラインゴルフクラブ 藤  浩⼀一 松⽥田  良良隆 杉浦  茂樹 松⼭山  ⾩阜司
チームライン 78 89 82 77
美加ノ原カンツリークラブ 久本  安英 ⻄西川  知良良 秋⽥田  安志 下村  滋
緊急招集！美加ノ原の愉快な仲間たち 85 81 73 84
東名古屋カントリークラブ ⼟土井  健太郎郎 ⼩小原  景 服部  豪之 鈴鈴⽊木  智⼤大
東名古屋C.C. 82 76 84 81
芸南カントリークラブ ⼭山⼝口  英賢 廣津  元基 ⻄西村  雅之 ⽥田原  真⼀一郎郎
ゲイなんＡ 93 76 87 76
中⽇日カントリークラブ ⻘青⼭山  圭太 平松  正寛 ⾦金金原  誠治朗 ⼤大澤  芳⺒巳
クワトロサンダーズ 82 81 78 86
佐賀クラシックゴルフ倶楽部 ⻄西岡  ⽂文隆 江越  貴之 野⼝口  賢児 橋本  正孝
NスペシャルE. 83 77 82 86
笠笠岡カントリー倶楽部 畑本  太 岡本  芳宣 佐藤  雅彦 ⻑⾧長友  悠司
チーム笠笠岡 72 89 82 88
道後ゴルフ倶楽部 渡邊  将憲 ⼭山⽥田  相悟 中⽥田  天平 菊池  潤
チーム道後Ｂ 72 84 86 89

いづも⼤大社カントリークラブ ⼭山下  正⼀一 三原  昭典 原  真也 泉  誠司
チーム⼤大社 89 81 87 76
コムウッドゴルフクラブ 中村  吉孝 多⽥田  吉孝 ⾕谷  陽平 ⾕谷  ⽃斗史男
チームコムウッド 90 82 83 79
太⼦子カントリー倶楽部 ⼤大川  豊廣 岡本  英明 松村  千代勝 ⼤大⿃鳥  勝弘
プライド会 82 81 84 84
⻤⿁鬼ノ城ゴルフ倶楽部 ⻄西本  優希 ⾦金金光  洋⼆二 真鍋  賢⼀一 妹尾  孝司
⻤⿁鬼ノ城錬成会 84 80 83 85
北北⼭山カントリー倶楽部 永⽥田  満 三好  浩之 鈴鈴⼭山  智 平⼭山  美幸
チームA&E 78 86 84 87
⼤大阪ゴルフクラブ ⽊木下  吉隆 河井  弘昌 河島  歳明 桑原  克⽂文
チームＫ 83 81 84 87
⼭山の原ゴルフクラブ 花⽊木  宏之 岩崎  善徳 瀬⽥田  靖⼈人 梶⼭山  均
⼭山の神 89 80 79 91
鷹の巣ゴルフクラブ 篠原  義弘 淡野  乃祐 森⽥田  公昭 吉本  四徳
チームB 83 86 82 84
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以上、第3回  ⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権（全国決勝競技／2017.5.7  ⽯石岡ゴルフ俱楽部）への出場が決定
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島根ゴルフ倶楽部 ⼭山崎  敏郎郎 湯村  充 内藤  直久 橋本  健⼀一
しまかん 84 83 82 88
やしろ東条ゴルフクラブ 上野  英樹 ⽥田中  宏和 渡邉  孝幸 ⽜牛尾  ⼤大作
KANABUN（カナブン） 88 88 84 78
三⽊木よかわカントリークラブ ⼭山永  克彦 三村  ⽂文利利 ⼤大東  重則 松尾  正和
チームよかよか 91 89 81 80
備中⾼高原北北房カントリークラブ 堀⽥田  純 保都  ⽂文利利 渡辺  ⻯竜弘 ⽚片岡  久
メンタルリセット！！！ 92 82 78 90
信楽カントリー倶楽部 ⼭山下  等 夜久  晃之 ⼭山本  進 棚町  義博
チーム信楽ブレロー 90 78 94 82
加茂カントリークラブ ⽔水津  ⼀一郎郎 ⾚赤井  仁司 吉⽥田  義隆 坂下  令令⼆二
加茂Ａ 84 83 84 86
パインレークゴルフクラブ ⼭山崎  幸⼆二 中川  幸次 吉岡  直 瀬滝  雅
チームNF 86 89 84 81
ライオンズゴルフ倶楽部 ⽻羽吉  正勝 森  ⼤大樹 今野  正吾 堀⼝口  典弘
Team  ライオンズ-‐‑‒2 84 81 87 88
関⻄西クラシックゴルフ倶楽部 ⽮矢⽥田  耕治 ⼤大野  義明 阪本  ⿓龍龍胤 安堂  誠孝
橋本軍団 89 87 82 83
⽊木津川カントリー倶楽部 増⽥田  昭彦 稲葉葉  博⽂文 ⾼高岡  正義 関東  泰彦
俺達たまに100叩き 79 78 99 95
藤岡カントリークラブ 飯⽥田  恭市 岡⽥田  建⼆二 斎藤  裕明 ⼭山本  冬彦
藤岡ボーイズ 82 83 89 94
メナードカントリークラブ⻘青⼭山コース 近藤  康仁 古⼭山  潤⼀一郎郎 鍛治⾕谷英夫 ⽯石原  勝信
チームメナード 81 87 88 87
デイリー瑞浪浪カントリー倶楽部 ⼤大橋  誠 ⻑⾧長尾  泰教 蜷川  裕⼀一 宇野  貴広
魔王 89 101 94 72
広島紅葉葉カントリークラブ 斎藤  正成 ⻄西本  英次 丸⼭山  陽介 関原  薫
Team  Wellbin 90 89 88 80
三⽊木ゴルフクラブ 碩  ⼀一志 ⾼高⽉月  隆⾏行行 清  順⼀一 ⾕谷本  哲哉
モンキーズ 90 83 95 85
ゴルフ倶楽部⼤大樹  旭コース 三嶋  祥昌 ⼭山下  幸太郎郎 國松  朋彦 0
チームASAHI 83 93 82 _̲_̲
武庫の台ゴルフコース 加藤  時彦 池⽥田  直 ⼭山下  恭平 ⽥田中  正治
武庫の台A 87 91 81 98
出雲空港カントリー倶楽部 ⼭山崎  育男 ⻩黄  守根 ⼤大⻄西  雅 朝⽇日  正
チーム510 86 94 89 85
甲賀カントリー倶楽部 中⽔水  滋⼰己 浅原  克浩 伊⼭山  昭⼀一 橋本  貞男
アジェ 80 93 90 91
滝野カントリークラブ 森  洋⼀一 ⽊木村  安宏 岩本  秀⼀一 笹原  和也
チーム滝野 93 88 84 93

〔条件〕
コース：6,832yards（Par72）
天候：晴れ、南⻄西の⾵風（2m）
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