
関⻄西B地区予選 2017.10.11
信楽カントリー倶楽部・杉⼭山コース

No 所属名／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
ジャパンクラシックカントリー倶楽部 近藤  稔 名須川  勝幸 ⻄西村  隆司 ⼩小坂  正浩
チーム⽊木下 79 69 78 80

信楽カントリークラブ 星⼭山  ⼀一也 ⼭山本  裕⼆二 古澤  聖⼆二 ⼤大⼭山  政直
チームB 76 80 72 79
三重フェニックスゴルフコース 尾⼦子  ⾼高史 伊藤  喜孝 中⻄西  明 ⽚片岡  茂樹
フィール 71 80 89 79
朽⽊木ゴルフ倶楽部 ⼭山下  等 北北村  久⼈人 ⾕谷内  祥吾 松井  幸男
クツクツボウシ 83 76 75 81
三重⽩白⼭山ゴルフコース ⽥田中  賢吾 柘植  ⼤大明 鈴鈴⽊木  孝明 ⼤大⽥田  晋也
三重⽩白⼭山 73 81 81 90
グロワールゴルフクラブ 中⽥田  達也 辻内  宏治 倉⽥田  省省吾 秋本  ⿓龍龍也
グロワールC 79 91 76 85

⻘青⼭山台ゴルフ倶楽部 ⻄西⽥田  佳弘 保⽥田  吉則 橋本  ⼀一秀 井川  忠勝
チーム⻘青⼭山 83 86 72 91
太閤坦カントリークラブ ⻄西村  正嗣 佐々  嘉伸 ⽔水⼝口  淳司 ⽥田中  勇⼈人
チーム太閤 83 94 81 80
クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 本⽥田  正⼈人 四⽅方  哲也 四⽅方  雅春 宮⾕谷  佳宏
チーム”豚の⽿耳” 83 86 84 79
奈奈良良の杜ゴルフクラブ ⻄西岡  久雄 藤枝  克彰 久保  真⼀一 ⽯石本  巧
たまごくらぶ 84 83 82 83
藤岡カントリークラブ 飯⽥田  恭市 川本  和洋 岡⽥田  建⼆二 斎藤  裕明
チーム藤岡 86 91 76 86
奈奈良良柳柳⽣生カントリークラブ 上杉  公⼀一 松⽥田  雄⼀一郎郎 中⽥田  寛 岩本  明久
仲多会 82 81 85 NR
グロワールゴルフ倶楽部 ⼩小倉  守 ⼩小裏裏  幸男 ⽥田中  進 兵⽑毛  正⼈人
グロワールA 81 103 94 77
CRC  ⽩白⼭山ビレッジGC 和佐野  達也 相良良  創 岡原  輝茂 梶原  ⻯竜夫
チームラスカル 99 79 79 95
グロワールゴルフ倶楽部 ⻄西野  貴久 森  忠彦 甲斐  忍 澤埜  昭彦
グロワールB 84 89 90 83
加茂カントリークラブ 渡邊  修⼆二 松⽥田  浩明 森本  健⼀一 岩⽥田  益久
時遊⼈人 86 92 99 82
ライオンズゴルフ倶楽部 ⼭山川  ⾼高弘 村上  博也 櫻井  典也 森⽥田  仁
Teamライオンズ-‐‑‒3 91 88 85 89
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 川勝  隆之 ⿊黒瀬  真幸 濱⽥田  隆博 ⼩小野  達也
ゴールデン 101 82 91 94
イオンリテール株式会社 新納  達郎郎 柳柳川  誠⼆二 松江  秀⼀一郎郎 藤原  秀基
ワオン 98 94 88 96

〔条件〕
コース：6,867yards（Par72）
天候：晴れ、南⻄西の⾵風（1m）

以上、第4回  ⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権（全国決勝競技／2018.5.4  ⾼高室池ゴルフ俱楽部）へ進出が決定

以上、⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権（⻄西⽇日本地区決勝／2018.3.17  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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