
2017.11.4

⾼高室池ゴルフ倶楽部

〔 　アウトコース 　〕 関⻄西C地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

⼭山永  克彦 三村  ⽂文利利 松⽥田  匡祐 忠藤  浩⼆二

畠⼭山  貢 北北浦  佑亮亮 保⽊木  孝也 濱⼝口  晃

近藤  康仁 古⼭山  潤⼀一郎郎 久保⽥田  康裕 藤宗  毅

加藤  時彦 池⽥田  直 川内  隆 藤原  章

棟近  佳久 ⽜牛尾  ⻯竜三 松本  幸典 ⼋八巻  ひろあき

中村  吉孝 森脇  ⼀一洋 ⼤大⻄西  智明 渋⾕谷  雅也

⼩小松  範⾏行行 丸⽯石  勝也 ⼩小林林  数誉 東道  和仁

岩本  明男 菅家  健⼆二郎郎 佐藤  雅彦 ⻑⾧長友  悠司

諸富  光裕 安保  武史 藤井  茂 ⾺馬殿  太郎郎

斎  英次郎郎 久保  賢介 伊藤  彰彦 菅井  直⼈人

⽥田辺  鉄雄 加⼭山  昌志 福室  伊久男 藤本  直史

上杉  公⼀一 中⽥田  寛 三宅宅  朗信 ⽵竹内  勇次

⾼高橋  徹 北北⾕谷  孝幸 茂苅  剣 南  昌宏

増⽥田  太 河村  明紀 伊達  真⼀一 都  和⾺馬

中⽔水  滋⼰己 浅原  克浩 中⾕谷  光⼀一 堀  英男
15 9:08

甲賀カントリー倶楽部・アジェ 六六甲カントリークラブ・ヒデオ選抜

センコー株式会社・センコーゴルフ部

12 8:47
奈奈良良柳柳⽣生カントリークラブ・仲多会 株式会社BLJ・BLJ

13 8:54
播磨カントリークラブ・チーム播秀 株式会社三興・チームサンコウ

14 9:01
法隆寺カントリー倶楽部・法隆寺むつみチーム

10 8:33
⽩白鷺鷺ゴルフクラブ・チーム⽩白鷺鷺NO.1 三井住友海上⽕火災保険株式会社・三井住友海上関⻄西ゴルフ部

11 8:40
オリムピックゴルフ倶楽部・TEAM  HACH ミズノ株式会社・ミズノゴルフ部

8 8:12
⾼高室池ゴルフ倶楽部・チームマイケル 笠笠岡カントリークラブ・チーム笠笠岡

9 8:26
三⽇日⽉月カントリークラブ・チームクロワッサン オリックス株式会社・オリックスゴルフ部⻄西⽇日本チーム

6 7:58
関⻄西ゴルフ倶楽部・チームKGC ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・ホアカレイ

7 8:05
鳴尾ゴルフ倶楽部・チーム⼤大輔2018 タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部・出たとこ勝負「⾏行行⽅方はボールに聞いて！」

4 7:44
武庫の台ゴルフコース・武庫の台A 宝塚けやきヒルカントリークラブ・KEYAKING-‐‑‒X

5 7:51
やしろ東条ゴルフクラブ・やしろ東条B 宝塚けやきヒルカントリークラブ・KEYAKING-‐‑‒Y

2 7:30
三⽊木よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam2 三⽥田レークサイドカントリークラブ・チーム三⽥田レイク

3 7:37
メナードカントリークラブ⻘青⼭山コース・アルバトロス 宝塚けやきヒルカントリークラブ・KEYAKING-‐‑‒Z

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:23
三⽊木よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam1 岸和⽥田カントリー倶楽部・泉北北クラブ



2017.11.4

⾼高室池ゴルフ倶楽部

〔 　インコース 　〕 関⻄西C地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

⼤大東  重則 松尾  正和 中辻  厚雄 千畑  泰也

岡⽥田  正和 ⻄西⼭山  英⼆二 秋⼭山  直⼤大 宮本  正智

鍛治⾕谷  英夫 河合  隆太 ⻑⾧長⽥田  ⽶米蔵 永井  泰嗣

⼭山下  恭平 ⽥田中  正治 ⽵竹中  義明 ⼩小林林  祥晃

千葉葉  裕⼀一 中間  ⻯竜三 清⽔水  篤 清⽔水  聡枝

⻑⾧長⾕谷川  学 寺⼝口  真⼀一郎郎 浦川  紀仁 岡  靖彦

岩元  ⼤大輔 塩⾕谷  英俊 ⽉月岡  洋介 阿部  義弘

⽥田中  吉英 梶⾕谷  光弘 畑本  太 岡本  芳宣

⻄西松  道和 岡本  義成 永井  研次 ⼩小林林  茂

⽯石井  茂則 村上  浩⼀一 新井  ⿇麻央 植⼿手  真美

元⽣生  克久 ⽚片嶋  ⼤大将 村上  耕⼀一 ⽥田上  光芳

岩本  明久 松⽥田  雄⼀一郎郎 梶井  雄介 保⽥田  佑⾺馬

⼩小⼭山  剛 牧⽥田  克哉 茂苅  穣 林林  洋朗

中本  俊毅 宮脇  洋⼆二 濵⽥田  拓拓也 北北⼭山  健太郎郎

橋本  貞男 伊⼭山  昭⼀一 吉⼭山  滋温 三⽟玉  孝⼆二

14 9:01
法隆寺カントリー倶楽部・法隆寺むつみチーム センコー株式会社・センコーゴルフ部

15 9:08
甲賀カントリー倶楽部・アジェ 六六甲カントリークラブ・ヒデオ選抜

13 8:54
播磨カントリークラブ・チーム播秀 株式会社三興・チームサンコウ

12 8:47
奈奈良良柳柳⽣生カントリークラブ・仲多会 株式会社BLJ・BLJ

8:12
⾼高室池ゴルフ倶楽部・チームマイケル 笠笠岡カントリークラブ・チーム笠笠岡

5

11 8:40
オリムピックゴルフ倶楽部・TEAM  HACH ミズノ株式会社・ミズノゴルフ部

9 8:26
三⽇日⽉月カントリークラブ・チームクロワッサン オリックス株式会社・オリックスゴルフ部⻄西⽇日本チーム

10 8:33
⽩白鷺鷺ゴルフクラブ・チーム⽩白鷺鷺NO.1 三井住友海上⽕火災保険株式会社・三井住友海上関⻄西ゴルフ部

7 8:05
鳴尾ゴルフ倶楽部・チーム⼤大輔2018 タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部・出たとこ勝負「⾏行行⽅方はボールに聞いて！」

8

7:51
やしろ東条ゴルフクラブ・やしろ東条B 宝塚けやきヒルカントリークラブ・KEYAKING-‐‑‒Y

6 7:58
関⻄西ゴルフ倶楽部・チームKGC ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・ホアカレイ

3 7:37
メナードカントリークラブ⻘青⼭山コース・アルバトロス 宝塚けやきヒルカントリークラブ・KEYAKING-‐‑‒Z

4 7:44
武庫の台ゴルフコース・武庫の台A 宝塚けやきヒルカントリークラブ・KEYAKING-‐‑‒X

1 7:23
三⽊木よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam1 岸和⽥田カントリー倶楽部・泉北北クラブ

2 7:30
三⽊木よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam2 三⽥田レークサイドカントリークラブ・チーム三⽥田レイク

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



※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）


