
関⻄B地区予選 2018.10.30
信楽カントリー倶楽部・杉⼭コース

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
COCOPA RESORT CLUB 三重⽩⼭ゴルフコース ⽥中 賢吾 柘植 ⼤明 鈴⽊ 孝明 ⼤⽥ 晋也
三重⽩⼭ 74 77 81 92

甲賀カントリー倶楽部 中⽔ 滋⼰ 浅原 克浩 橋本 貞男 伊⼭ 昭⼀
アジェ 78 73 83 88
伏尾ゴルフ倶楽部 ⽚桐 公秀 ⻄川 雅弘 正井 芳治 ⻘⽊ 幸弘
伏尾道場 83 84 76 84
近江カントリー倶楽部 北⼭ 明 井⽥ 喜之 三宅 寛穂 ⿊⽥ 恭⽣
近江カントリークラブAチーム 92 82 76 85
ジャパンクラシックカントリー倶楽部 ⽊下 晶夫 ⻄村 隆司 名須川 勝幸 近藤 稔
チーム⽊下 89 83 83 79
名神栗東カントリー倶楽部 松野 賢⼆ 鍛治 雄⼀ 瀬古 友⼆ 太⽥ 安弘
miracle 83 83 80 90
グロワールゴルフクラブ 中⽥ 達也 秋本 ⿓也 倉⽥ 省吾 梶原 忠広
グロワール ベータ 80 83 84 88

パインレークゴルフクラブ 中川 幸次 ⼭崎 幸⼆ 吉岡 直 瀬滝 雅
チームN 84 78 92 86
近江カントリー倶楽部 堅⽥ 雄介 ⼭⽥ 和孝 熊⽥ 貴之 ⽯原 久歳
近江カントリークラブBチーム 86 85 84 81
奈良の杜ゴルフクラブ 久保 真⼀ 浅⽥ 靖弘 ⽯本 巧 ⻄岡 久雄
たまごクラブ 85 83 82 89
琵琶湖カントリー倶楽部 太⽥ 浩之 松本 徹 ⼭根 英彦 中⼭ 雅⽂
毎⽇がピンチ会 75 92 95 83
春⽇台カントリークラブ 中⻄ 徹 佐々⽊ ⼀眞 ⼭⽥ 晴紀 柳 成⺠
KASUGADAI 86 98 83 82
⼤⽇観光株式会社 中根 明宏 ⽥⼝ 利三 森脇 義嗣 三輪 将吾
かめさん 81 112 90 80
レイクフォレストリゾートゴルフクラブ 寺岡 俊宏 ⼭形 康弘 笹原 和也 ⼭本 才浩
レイクG 79 86 87 90
名神⼋⽇市カントリークラブ 廣⽥ 六郎 森 太郎 ⽊村 正隆 杉本 武司
⼋⽇市のうさぎたち 84 86 83 96
名神⼋⽇市カントリークラブ 中川 孝義 武⽥ 和晃 吉⽥ 卓 姜 智光
⼋⽇市ラビッツ 79 92 91 84
朽⽊ゴルフ倶楽部 岡 舜成 福家 広之 ⿅俣 義春 川上 哲⼆
くつくつぼうし 90 90 86 83
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 川勝 隆之 ⿊瀬 真幸 池本 淳 ⼩野 達也
チームゴールデン 86 85 88 95
奈良柳⽣カントリークラブ 上杉 公⼀ 岩本 明久 中⽥ 寛 松⽥ 雄⼀郎
仲多会 87 92 91 95
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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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COCOPA RESORT CLUB ⽩⼭ヴィレッジゴルフコース 和佐野 達也 丹合 信隆 相良 創 梶原 ⻯夫
ラスカル 107 85 98 89

〔条件〕
コース：6,867yards（Par72）
天候：晴れ時々曇り、北⻄の⾵（2m）
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