
2018.11.17

⾼室池ゴルフ倶楽部

〔 アウトコース 〕 関⻄D地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

川内 隆 ⼩林 祥晃 吉本 唯以 齋藤 隆⼠ 

清⽔ 聡枝 松本 幸典 隅野 達⽮ 河本 永⼆

久保⽥ 康裕 藤原 章 棟近 佳久 千葉 裕⼀

⼋巻 ひろあき 三井 貴之 渡邉 孝幸 伴 康弘

⻄⽥ 佳弘 橋本 ⼀秀 坂本 徹 ⼭下 嘉信

寺岡 俊宏 ⼭本 才浩 岡野 明⽣ 鎌⽥ 晋輔

榎本 貴之 橋本 円⾹ 喜多 晴彦 ⾦本 ⽂宏

志賀 伸彦 ⽊下 洋⼀ 吉⽥ 量 宇保 隆

森 秀吉 北浦 幸彦 ⼤⻄ 康司 星⼭ ⼀也

⽥中 吉英 菅家 健⼆郎 加本 秀明 ⽵原 正弘

齋 英次郎 久保 賢祐 森住 公紀 武⽥ 守弘

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:44
宝塚けやきヒルカントリークラブ・Keyaking-C やしろ東条ゴルフ倶楽部・やしろ東条B

4 7:51
宝塚けやきヒルカントリークラブ・宝塚けやきヒルカントリークラブＵ80研鑽会選抜 やしろ東条ゴルフクラブ・かなぶん

1 7:30
宝塚けやきヒルカントリークラブ・Keyaking-A 堺カントリークラブ・マッシュルーム

2 7:37
宝塚けやきヒルカントリークラブ・Keyaking-B 堺カントリークラブ・ブロッコリー

7 8:12
株式会社三菱UFJ銀⾏・MUFG-B ⻘⼭ゴルフクラブ・チームアオヤマ

8 8:19
⼤⼭アークカントリークラブ・ふぉーだらーず 千刈カンツリー倶楽部・ゴルキチ

5 7:58
⻘⼭台ゴルフクラブ・*はイヤ！ 六甲カントリー倶楽部・チームワヤクチャ

6 8:05
レイクフォレストリゾート・レイクTK ⻘⼭ゴルフクラブ・ぶるーまうんてん

11 8:40
⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺No.1 きさいちカントリークラブ・きさいちカントリーからやってきました2018

9 8:26
名張カントリークラブ・MKスリー 城陽カントリー倶楽部・ポチットネ！

10 8:33
⾼室池ゴルフ倶楽部・チームマイケル 四国カントリークラブ・チーム四国



2018.11.17

⾼室池ゴルフ倶楽部

〔 インコース 〕 関⻄D地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⽵中 義明 清⽔ 篤 佐伯 徹 墨⽥ ⼤輔

⻑⽥ ⽶蔵 泉⾕ 典正 岡本 勇 ⾹⽉ 健太

永井 泰嗣 藤宗 毅 中間 ⻯三 中村 和美

丸⼭ 武志 永吉 昭⼆ ⽜尾 ⼤作 ⽥中 宏和

保⽥ 吉則 鵜⾜ ⼀義 松原 泰之 三上 ⽂得

⼭形 康弘 波床 隆 永井 ⼤介 藤本 淳⼀

⾼岡 柱 ⼩野 和男 吉⻑ 優 望⽉ 聖弘

藤瀬 雅史 ⾕本 崇 諸島 秀典 三浦 克友

⽊⽥ 正彦 加納 悟史 ⾦原 勉 吉⽥ 義広

梶⾕ 光弘 岩本 明男 尾島 克典 清⽔ 匠

⽯井 茂則 村上 浩⼀ 東川 貴俊 本澤 宏義

※競技当⽇、⽋席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更になる場合があります。

⽇本クラブチームゴルフ選⼿権

競技委員⻑ 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（⼤会事務局の受付時間外及び競技当⽇の連絡先）

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:30
宝塚けやきヒルカントリークラブ・Keyaking-A 堺カントリークラブ・マッシュルーム

4 7:51
宝塚けやきヒルカントリークラブ・宝塚けやきヒルカントリークラブＵ80研鑽会選抜 やしろ東条ゴルフクラブ・かなぶん

5 7:58
⻘⼭台ゴルフクラブ・*はイヤ！ 六甲カントリー倶楽部・チームワヤクチャ

2 7:37
宝塚けやきヒルカントリークラブ・Keyaking-B 堺カントリークラブ・ブロッコリー

3 7:44
宝塚けやきヒルカントリークラブ・Keyaking-C やしろ東条ゴルフ倶楽部・やしろ東条B

8 8:19
⼤⼭アークカントリークラブ・ふぉーだらーず 千刈カンツリー倶楽部・ゴルキチ

9 8:26
名張カントリークラブ・MKスリー 城陽カントリー倶楽部・ポチットネ！

6 8:05
レイクフォレストリゾート・レイクTK ⻘⼭ゴルフクラブ・ぶるーまうんてん

7 8:12
株式会社三菱UFJ銀⾏・MUFG-B ⻘⼭ゴルフクラブ・チームアオヤマ

10 8:33
⾼室池ゴルフ倶楽部・チームマイケル 四国カントリークラブ・チーム四国

11 8:40
⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺No.1 きさいちカントリークラブ・きさいちカントリーからやってきました2018


