
2020.11.12

美奈⽊ゴルフ倶楽部

＜アウトコース＞ 関⻄C地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⼭形 兼⼀郎 ⻑船 亘祐 森 洋⼀ 笹原 和也

貴志 彰英 染⾕ 真央 加藤 時彦 池⽥ 直

福本 徹 三野宮 秀男 北⼭ 英則 江崎 敏彦

上杉 公⼀ 中⽥ 寛 廣瀬 恵⼀ ⻄⼭ 英俊

川⼝ 正洋 中村 壽成 北江 彰浩 浦島 善⺠

安堂 誠孝 齋藤 五美 ⽥中 良親 ⼭﨑 征⾏

⽔津 ⼀郎 ⾚井 仁司 和佐野 達也 丹合 信隆

加藤 治久 太⽥ 滋啓 林 英明 太⽥ 雅之

今⻄ 敏彦 平岡 ⼤⼆郎 浅⽥ 佳邦 阪本 勝彦

宮崎 栄次 喜島 道治 杉本 尚⻫ 瀧野 ⽂晴

森 和⼈ ⼩倉 康史 ⽊下 吉隆 桑原 克⽂

樫本 晋作 阿部 ⽂彦 奥村 寿英 上市 恭司

井⽥ 憲男 坂本 浩規 ⼩池 康之 三澤 猛史

※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

13 9:12
国⽊原ゴルフ倶楽部・FK ボーイズ ⼤阪ゴルフクラブ・⼤阪ゴルフクラブC

11 8:56
マスターズゴルフ倶楽部・team イマムラ ⼤阪ゴルフクラブ・⼤阪ゴルフクラブA

12 9:04
⼩野ゴルフ倶楽部・HG ⼤阪ゴルフクラブ・⼤阪ゴルフクラブB

10 8:48
神有カントリークラブ・チーム ガチャピン 奈良ロイヤルゴルフクラブ・TEAM 真っ直ぐ強め

7 8:24
加茂カントリークラブ・加茂 ⽩⼭ビレッジゴルフコース・ラスカルB

8 8:32
淡路カントリークラブ・どんぐりーずneo 六甲国際ゴルフ倶楽部・チーム粉々

6 8:16
関⻄クラシックゴルフ倶楽部・橋本軍団 関⻄ゴルフ倶楽部・関⻄ゴルフ倶楽部C

4 8:00
奈良柳⽣カントリークラブ・仲多会 ⼤津カントリークラブ・⼤津CC

9 8:40
奈良柳⽣カントリークラブ・チーム 罰ゲーム怖いよ〜 ザ・カントリークラブ・チーム ドクターズ

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

5 8:08
城陽カントリー倶楽部・城陽カントリー倶楽部 奈良柳⽣カントリークラブ・⿊ちゃん

3 7:52
武庫ノ台ゴルフコース・武庫ノ台 チーム特A 富⼠⼩野ゴルフクラブ・富⼠⼩野ゴルフクラブ

1 7:36
洲本ゴルフクラブ・チームAKG 滝野カントリー倶楽部・チーム滝野

2 7:44
宝塚ゴルフ倶楽部・宝遊会 滝野カントリー倶楽部・武庫の台A



2020.11.12

美奈⽊ゴルフ倶楽部

＜インコース＞ 関⻄C地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⾚⽊ 和彦 波⼾ ⼤樹 濱岡 伸成 ⾼⽥ 弘司

古⾕ 直樹 井関 幸輔 ⼭下 恭平 ⽥中 正治

喜⽥ 透 中野 耕治 森 正⾏ ⽵本 純

岩本 明久 松⽥ 雄⼀郎 ⼆⾒ ⾠伯 加美 重博

星⼭ 和義 松井 敬⼆ 重藤 栄⼀ ⿊⽥ 訓司

⽮⽥ 耕治 橋本 貞利 橋本 好充 川⼝ 研司

坂下 令⼆ 中村 弘樹 鵜飼 福⼈ ⼭⼝ 恭平

松原 孝光 琴井⾕ 隆志 上辻 徹⾝ 利川 邦浩

南 憲司 寺嶋 亨 堀出 直樹 増⽥ 明俊

松本 多加雄 ⽯⼝ 勝治 ⼤⼭ ⼀平 澤江 太郎

今村 健⼆ ⼗代 曜栄 ⾚⼭ 正⼰ 葛本 晴久

前川 哲彦 井村 親季 松藤 公成 河内屋 英

細野 泰弘 ⾵神 充宏 南 忠⼤ 根来 篤

＜問診票について＞

本⼤会の出場には新型コロナウイルス対策で⼤会前の検温と問診票の提出が必要です。

問診票は代表者へ郵送しますが、⼤会ホームページからダウンロードできます。

〔 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）

12 9:04
⼩野ゴルフ倶楽部・HG ⼤阪ゴルフクラブ・⼤阪ゴルフクラブB

13 9:12
国⽊原ゴルフ倶楽部・FK ボーイズ ⼤阪ゴルフクラブ・⼤阪ゴルフクラブC

10 8:48
神有カントリークラブ・チーム ガチャピン 奈良ロイヤルゴルフクラブ・TEAM 真っ直ぐ強め

11 8:56
マスターズゴルフ倶楽部・team イマムラ ⼤阪ゴルフクラブ・⼤阪ゴルフクラブA

8 8:32
淡路カントリークラブ・どんぐりーずneo 六甲国際ゴルフ倶楽部・チーム粉々

9 8:40
奈良柳⽣カントリークラブ・チーム 罰ゲーム怖いよ〜 ザ・カントリークラブ・チーム ドクターズ

6 8:16
関⻄クラシックゴルフ倶楽部・橋本軍団 関⻄ゴルフ倶楽部・関⻄ゴルフ倶楽部C

7 8:24
加茂カントリークラブ・加茂 ⽩⼭ビレッジゴルフコース・ラスカルB

4 8:00
奈良柳⽣カントリークラブ・仲多会 ⼤津カントリークラブ・⼤津CC

5 8:08
城陽カントリー倶楽部・城陽カントリー倶楽部 奈良柳⽣カントリークラブ・⿊ちゃん

2 7:44
宝塚ゴルフ倶楽部・宝遊会 滝野カントリー倶楽部・武庫の台A

3 7:52
武庫ノ台ゴルフコース・武庫ノ台 チーム特A 富⼠⼩野ゴルフクラブ・富⼠⼩野ゴルフクラブ

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:36
洲本ゴルフクラブ・チームAKG 滝野カントリー倶楽部・チーム滝野


