
2017.11.9

美奈奈⽊木ゴルフ倶楽部

〔 　アウトコース 　〕 関⻄西D地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

硲  義之 畠中  聖治 中野  勇太郎郎 ⼩小城  達司

河島  歳明 桑原  克⽂文 ⼭山⽥田  良良⽂文 内海  雅之

河井  弘昌 ⾚赤⼭山  正⼰己 岩本  秀⼀一 ⽊木村  安宏

柴⽥田  ⼀一弘 吉⽥田  幸 遠藤  弘佳⼠士 川端  広芳

森  和⼈人 ⼗十代  曜栄 ⻄西岡  久雄 宮迫  元信

岩倉  淳俊 乾  ⼀一也 ⼭山根  英彦 松本  徹

松原  泰之 三上  ⽂文得 江⼝口  健治 上嶌  ⼀一誠

服部  恭尚 末原  健 藤井  利利⾏行行 吉⽥田  知弘

喜島  宏勝 中⾕谷  勝紀 中村  康治 村上  博保

寺岡  俊宏 廣中  康弘 松尾  徳志 浅井  猛雅

⽣生尾  雅美 ⾒見見野  ⽐比左夫 喜多  和正 ⼩小塩  和義

樋上  和喜 岩本  憲 岡野  明⽣生 ⽵竹内  嘉⼀一

⽔水津  ⼀一郎郎 ⾚赤井  仁司 藤本  淳⼀一 柳柳⽥田  秀樹

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:36
聖丘カントリー倶楽部・聖丘カントリー倶楽部 泉ヶ丘カントリークラブ・こしろ組

4 8:00
旭国際宝塚カンツリー倶楽部・ドンマロン 岸和⽥田カントリークラブ・チームゴンタ

5 8:08
マスターズゴルフ倶楽部・team  イマムラ 奈奈良良の杜ゴルフクラブ・たまごクラブB

2 7:44
⼤大阪ゴルフクラブ・チーム⼤大阪A 万壽ゴルフクラブ・TEAM  LACEAN

3 7:52
⼤大阪ゴルフクラブ・チーム⼤大阪B 滝野カントリークラブ迎賓館コース・チーム滝野

8 8:40
北北神⼾戸ゴルフ場・チーム北北神⼾戸 株式会社  ⽇日建設計・チーム  NIKKEN

9 8:48
新奈奈良良ゴルフ倶楽部・チーム  新NARAず者 株式会社ytv  Nextry・team  Nextry

6 8:16
⼩小野グランドカントリークラブ・松屋町倶楽部 琵琶湖カントリー倶楽部・PINCH  Go

7 8:24
六六甲カントリー倶楽部・チームワヤクチャ グランベール京都ゴルフ倶楽部・ストロング4

12 9:12
美奈奈⽊木ゴルフ倶楽部・美奈奈⽊木チーム ⻘青⼭山ゴルフクラブ・チーム  ゴルバカ

13 9:20
加茂カントリークラブ・加茂A ⻘青⼭山ゴルフクラブ・チーム  ゴルバカ

10 8:56
レイクフォレストリゾート・レイクZ グランデージゴルフ倶楽部・河童

11 9:04
美奈奈⽊木ゴルフ倶楽部・美奈奈美味会 旭国際姫路路ゴルフ倶楽部・ACCマスターズ



2017.11.9

美奈奈⽊木ゴルフ倶楽部

〔 　インコース 　〕 関⻄西D地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

辻本  壮⼀一郎郎 呉宮  仁鎬 三藤  和明 炭⾕谷  浩之

河内屋  英 ⼤大野  泰⽣生 ⽊木村  徳昭 藤瀬  登

⽊木下  吉隆 奥村  寿英 森  洋⼀一 笹原  和也

東  正義 濱⽥田  剛 杉浦  裕幸 ⽟玉⼭山  勇三

今村  健⼆二 ⼩小倉  康史 ⽯石本  巧 丸⼭山  佳映

上⽉月  政彦 別所  亨 中⼭山  雅⽂文 太⽥田  浩之

⼭山下  嘉信 坂本  徹 林林  光紀 根本  正容

宮本  敏幸 ⼭山野  剛史 猪俣  忠久 ⽥田中  公康

坂本  博司 清⽔水  康弘 筧  彰夫 藤本  博樹

波床  隆 ⼭山形  康弘 廣野  豊 鐡東  貴和

原  勝郎郎 松本  浩直 弘瀬  政幸 岩⽥田  展明

杦本  秀央 ⼤大野  俊彦 吉⽥田  義隆 坂下  令令⼆二

※競技当⽇日、⽋欠席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更更になる場合があります。

⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権

競技委員⻑⾧長 　豊島  豊

〔  受付開始  〕 6時15分

※ご案内のスタート時間（40分前）までにご来場、受付をお済ませ下さい。

〔  緊急連絡先  〕 運営本部  080-‐‑‒6578-‐‑‒1414（⼤大会事務局の受付時間外及び競技当⽇日の連絡先）

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:36
聖丘カントリー倶楽部・聖丘カントリー倶楽部 泉ヶ丘カントリークラブ・こしろ組

4 8:00
旭国際宝塚カンツリー倶楽部・ドンマロン 岸和⽥田カントリークラブ・チームゴンタ

5 8:08
マスターズゴルフ倶楽部・team  イマムラ 奈奈良良の杜ゴルフクラブ・たまごクラブB

2 7:44
⼤大阪ゴルフクラブ・チーム⼤大阪A 万壽ゴルフクラブ・TEAM  LACEAN

3 7:52
⼤大阪ゴルフクラブ・チーム⼤大阪B 滝野カントリークラブ迎賓館コース・チーム滝野

8 8:40
北北神⼾戸ゴルフ場・チーム北北神⼾戸 株式会社  ⽇日建設計・チーム  NIKKEN

9 8:48
新奈奈良良ゴルフ倶楽部・チーム  新NARAず者 株式会社ytv  Nextry・team  Nextry

6 8:16
⼩小野グランドカントリークラブ・松屋町倶楽部 琵琶湖カントリー倶楽部・PINCH  Go

7 8:24
六六甲カントリー倶楽部・チームワヤクチャ グランベール京都ゴルフ倶楽部・ストロング4

12 9:12
美奈奈⽊木ゴルフ倶楽部・美奈奈⽊木チーム 加茂カントリークラブ・加茂A

10 8:56
レイクフォレストリゾート・レイクZ グランデージゴルフ倶楽部・河童

11 9:04
美奈奈⽊木ゴルフ倶楽部・美奈奈美味会 旭国際姫路路ゴルフ倶楽部・ACCマスターズ


