
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

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
滝の宮カントリークラブ 藤井  和則 ⼩小川  貴⼤大 ⽯石川  善久 鈴鈴野  洸成
team  サッキー 78 74 80 82
信楽カントリークラブ 星⼭山  ⼀一也 ⼤大⻄西  康司 古澤  聖⼆二 ⼭山本  裕⼆二
チームB 77 80 81 77
センコー株式会社 伊達  真⼀一 浜⽥田  拓拓也 都  和⾺馬 北北⼭山  健太郎郎
センコーゴルフ部 83 81 71 84
三重フェニックスゴルフコース 尾⼦子  ⾼高史 伊藤  喜孝 清本  宗久 ⽚片岡  茂樹
フィール 76 80 88 79
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 83 104 77 76
新居浜カントリー倶楽部 ⽮矢野  俊幸 池⻄西  清隆 峯森  完太 続⽊木  仁
新居浜カントリー倶楽部 85 81 78 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 89 80 79 80
浮⽻羽カントリークラブ ⾼高尾  陽介 林林  ⽂文男 ⼤大倉  清 ⽶米倉  雄⼀一郎郎
UKIHA 82 85 76 84
⼤大⼭山アークカントリークラブ 藤瀬  雅史 ⾕谷本  崇 ⽊木下  洋⼀一 志賀  伸彦
ふぉー・だらーず 81 88 81 82
⼤大津カントリークラブ 辻  正幸 岩⽥田  光徳 平野  匡史 廣瀬  恵⼀一
チーム⼤大津 82 81 81 90
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. 90 80 85 80

関⻄西ゴルフ倶楽部 中村  吉孝 森脇  ⼀一洋 ⻑⾧長⾕谷川  学 寺⼝口  真⼀一郎郎
チームKGC 78 94 87 80
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ 藤井  義久 ⼭山本  武史 重藤  武⼠士 横⽥田  忠明
SYFYマリンクラブ 82 100 75 88
鷹の巣ゴルフクラブ 森⽥田  公昭 吉本  四徳 篠原  義弘 淡野  乃祐
Teamどんぐり 83 81 86 82
⽩白鷺鷺ゴルフクラブ 斎  英次郎郎 久保  賢祐 ⽯石井  茂則 村上  浩⼀一
チーム⽩白鷺鷺NO.1 84 86 76 87
志摩シーサイドカンツリークラブ 梅本  武史 荒⽊木  嘉⼀一 ⼩小寺  勝 南  和彦
チームMK 83 82 90 81
⾼高室池ゴルフ倶楽部 岩本  明男 菅家  健⼆二郎郎 ⽥田中  吉英 梶⾕谷  光弘
チームマイケル 86 87 81 82
播磨カントリークラブ ⼩小⼭山  剛 牧⽥田  克哉 ⾼高橋  徹 北北⾕谷  孝幸
チーム播秀 88 83 84 82
グランデージゴルフ倶楽部 松尾  徳志 浅井  猛雅 廣野  豊 鐡東  貴和
チーム河童 83 80 89 86

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
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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チーム 82 91 78 89
平尾カントリークラブ 星野  良良博 加藤  英樹 来⼭山  健⼀一 ⼭山⼝口  耕⼆二
平尾CC 83 84 84 83
⻘青⼭山ゴルフクラブ 岡野  明⽣生 鎌⽥田  晋輔 藤本  淳⼀一 松⽥田  晃
チームゴルバカ 92 84 82 84
マスターズゴルフ倶楽部 森  和⼈人 ⼗十代  曜栄 今村  健⼆二 ⼩小倉  康史
teamイマムラ 86 88 84 82
奈奈良良ロイヤルゴルフクラブ 杉本  尚⻫斉 ⼤大⼭山  ⼀一平 濱⽥田  光邦 ⾼高⽥田  弘司
チームようつう 91 83 87 82
あつまる阿蘇⾚赤⽔水ゴルフ倶楽部 佐々⽊木  徹 廣⽥田  ⾕谷助 渡辺  猛 松永  ⽂文夫
あつまろ会 81 86 86 87
武庫の台ゴルフコース 池⽥田  直 ⼭山下  恭平 ⽥田中  正治 加藤  時彦
武庫の台A 91 77 90 86
笠笠岡カントリー倶楽部 村⽥田  豊 ⽩白濱  ⾼高⽂文 窪⽥田  耕三 花咲  正志
KASAOKA.CC 89 87 86 81
中⽇日カントリークラブ ⻘青⼭山  圭太 平松  正寛 森  俊博 ⼤大澤  芳⺒巳
Team  ミドリゴルフ 80 95 80 94
春⽇日井カントリークラブ 児島  達之 恩⽥田  享之 伊藤  勇次 ⾼高⽊木  昭英
チーム春⽇日井 87 90 87 81
リージャスクレストゴルフクラブ 川原  利利之 沖  賢⼀一 ⾼高⽊木  英洋 児⽟玉  宣吾
リージャスAチーム 92 92 81 83
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 奥  拓拓也 河合  隆太
アルバトロス 78 91 91 88
⼤大阪ゴルフクラブ 河島  歳明 桑原  克⽂文 ⽊木下  吉隆 奥村  寿英
チーム⼤大阪B 87 87 85 91
鳴尾ゴルフ倶楽部 ⼩小松  範⾏行行 丸⽯石  勝也 岩元  ⼤大輔 塩⾕谷  英俊
チーム⼤大輔2018 87 81 92 96
六六甲カントリー倶楽部 松原  泰之 三上  ⽂文得 ⼭山下  嘉信 坂本  徹
チームワヤクチャ 89 99 86 87
佐賀クラシックゴルフ倶楽部 ⻄西岡  ⽂文隆 外尾  秀美 江越  貴之 野⼝口  賢児
よかろうもん？ 93 87 96 86
旭国際姫路路ゴルフ倶楽部 喜多  和正 ⼩小塩  和義 弘瀬  政幸 岩⽥田  展明
ACCマスターズ 89 91 90 95
聖丘カントリー倶楽部 硲  義之 畠中  聖治 辻本  壮⼀一郎郎 呉宮  仁鎬
聖丘カントリー倶楽部 102 92 86 92
宝塚⾼高原ゴルフクラブ 久保  敦志 ⻄西村  康男 吉⽥田  修 寒川  徹
birdie  finish 89 103 90 92
鷹の巣ゴルフクラブ 蛭⼦子  宗夫 ⾕谷⼝口  公啓 ⼭山下  薫⼆二 ⼩小⽥田  ⽂文明
研修会A 87 94 97 91
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 90 88 97 96

〔条件〕
コース：6,832yards（Par72）
天候：晴れ、東南東の⾵風（3m）
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