
関⻄C地区予選 2018.11.8
美奈⽊ゴルフ倶楽部

No 所属名／チーム名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 チームスコア
武庫の台ゴルフコース 加藤 時彦 福本 徹 ⼭下 恭平 ⽥中 正治
武庫の台A 80 69 77 79

岸和⽥カントリークラブ 遠藤 弘佳⼠ ⼤務 周哉 南 忠⼤ 花⽥ 雄司
チーム花周会 81 93 69 78
オリムピックゴルフ倶楽部 ⽥邉 鉄雄 加⼭ 昌志 元⽣ 克久 ⽚嶋 ⼤将
HACH 80 76 88 76
富⼠OGMゴルフクラブ⼩野コース 北⼭ 英則 ⽯塚 公俊 ⾼井 悦雄 江崎 敏彦
チーム富⼠⼩野 76 78 79 84
⼤阪ゴルフクラブ ⽊下 吉隆 奥村 寿英 松藤 公成 河内屋 英
チーム⼤阪GC B 74 81 85 79
関⻄ゴルフ倶楽部 ⽥中 良親 ⾼野 満 ⼭崎  征⾏ 浅沼 久敏
関⻄GC 80 82 78 77
淡路カントリークラブ 太⽥ 滋啓 琴井⾕ 隆志 前⽥ 升 豊島 賢之
クラチャンズ 81 78 89 76
タカガワ東徳島カントリークラブ 阿部 義弘 坂井 邦彦 ⼩林 数誉 東道 和仁
出たとこ勝負「⾏⽅はボールに聞いて！」 74 87 79 83
⼤阪ゴルフクラブ 河島 歳明 ⾚⼭ 正⼰ 桑原 克⽂ 河井 弘昌
チーム⼤阪GC A 80 79 78 80
神有カントリークラブ 宮崎 栄次 ⽯⼝ 勝治 喜島 道治 岡⽥ 隆
チーム神有 85 76 79 82

宝塚ゴルフ倶楽部 古⾕ 直樹 駒井 良 伊藤 亮志 井関 幸輔
プチ双葉 96 81 80 79
淡路カントリークラブ 潮崎 征功 太⽥ 達雄 松原 孝光 泉井 理
どんぐりーず 85 76 84 81
聖丘カントリー倶楽部 呉宮 仁鎬 上⽥ 偉陽 辻本 壮⼀郎 ⾦⼦ 政城
Team Seikyu 82 75 85 85
茨⽊⾼原カントリー倶楽部 ⼩阪 雅則 上野 進 平 恵 岡⼭ 晃久
茨⽊⾼原 チーム卯⿓ 81 91 81 80
美奈⽊ゴルフ倶楽部 ⽊村 武史 ⽥所 紳⼆ 村上 誠 ⽯崎 領⼀
チームKTMI 82 81 80 85
泉ヶ丘カントリークラブ 中野 勇太郎 ⼩城 達司 炭⾕ 浩之 三藤 和明
こしろ組 83 87 83 77
マスターズゴルフ倶楽部 森 和⼈ ⼗代 曜栄 今村 健⼆ ⼩倉 康史
team イマムラ 86 85 82 79
株式会社デネブ 植村 勝將 南 佳伸 ⼭崎 秀樹 下前 裕嗣
Denev 82 81 90 83
グロワールゴルフ倶楽部 ⼩倉 守 ⼩裏 幸男 兵⽑ 正⼈ 上良 浩之
グロワール アルファ 83 96 82 82

以上、第5回 ⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2019.5.6 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2019.3.16 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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株式会社⽇建設計 藤井 利⾏ ⽥中 公康 猪俣 忠久 吉⽥ 知弘
チームNIKKEN 91 78 79 91
グロワールゴルフ倶楽部 ⻄野 貴久 森 忠彦 甲斐 忍 澤埜 昭彦
グロワール ガンマ 85 82 82 87
旭国際姫路ゴルフ倶楽部 喜多 和正 ⼩塩 和義 弘瀬 政幸 岩⽥ 展明
ACCマスターズ 82 87 80 88
レイクフォレストリゾート ⼭野 剛史 宮本 敏幸 服部 恭尚 ⻑⽥ 和正
LFR 89 85 79 86
奈良柳⽣カントリークラブ 永岡 悟 南 憲司 寺嶋 亨 今⻄ 敏彦
トシちゃんズ 91 79 88 83
三⽥レークサイドカントリークラブ 保⽊ 孝也 秋⼭ 直⼤ 宮本 正智 濱⼝ 晃
チームスリーレイク 84 86 84 84
加茂カントリークラブ ⽔津 ⼀郎 ⾚井 仁司 吉⽥ 義隆 坂下 令⼆
加茂A 88 85 82 85
加茂カントリークラブ 松⽥ 浩明 中村 弘樹 福井 信⼆ 岩⽥ 益久
時遊⼈ 86 86 88 84
新奈良ゴルフ倶楽部 坂本 博司 川井 彰 中⾕ 勝紀 清⽔ 康弘
新NARAず者 89 83 91 86
宝塚⾼原ゴルフクラブ ⻄村 康男 ⽊下 實 ⼩林 忠⽣ 寒川 徹
リッチズ スチューデント 93 94 87 92
国⽴循環器病研究センター 松川 智洋 ⼩林 順⼆郎 坂⼝ 平⾺ 中瀬 邦彦
team NCVC 101 95 85 98
美奈⽊ゴルフ倶楽部 ⽣尾 雅美 ⾒野 ⽐左夫 原 勝郎 中⽵ 豊
美奈美味会 96 103 98 99

〔条件〕
コース：6,619yards（Par72）
天候：晴れ、南東の⾵（2m）
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