
2021.11.27

⾼室池ゴルフ倶楽部

＜アウトコース＞ 関⻄E地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

乾 裕樹 植⽥ ⼤樹 ⼩松 範⾏ ⽵⽥ 幸祐

⽊下 光学 ⾼本 ⼤⼠ 貴志 彰英 ⾦⾕ 雄⼤

鈴⽊ 詠⼈ ⼤濱 悟 榧⽊ 賀隆 奥 拓也

⽯井 茂則 寺⻄ 俊⼈ 井上 智広 ⼤道 俊平

⽯川 伸 ⾕本 哲哉 松井 達司 池⽥ 幸平

吉⽥ 量 宇保 隆 ⽊下 吉隆 桑原 克⽂

伊藤 元 宮部 和也 北野 裕之 ⽵内 賢次

澤井 悟 村井 秀彰 寺⽥ 元 嶋吉 正晃

岩本 明男 中⼭ 敏幸 楠原 弘之 ⼩島 康秀

佐々⽊ 貴浩 能勢 明 中⻄ 徹 古⼭ 潤⼀郎

千葉 裕⼀ 佐藤 佳伸 上峠 ⼀樹 淀 智哉

内⽥ 和広 三好 成憲 鉄野 聖朗 ⻄⾕ 光平

藤枝 克彰 ⾨⻄ 祥司 増⽥ 昭彦 ⽻坂 俊宣

髙野 健汰 濵⽥ 拓也 ⽵原 正弘 尾島 克典

渡邊 将⼈ ⼩島 孝仁 ⽵下 哲⽣ 熊⽥ 博志

⻄尾 匡⼈ 林 ⽇出男 鈴⽊ 健司 ⿅⾕ 洋三

⽵尾 吉主 ⽚嶋 ⼤将 冨⼭ 悟志 酒居 秀樹

16 9:14
オリムピックゴルフ倶楽部・オリムピック 株式会社ロク総合設備・徹洋正健

センコー株式会社・センコーゴルフ部 四国カントリークラブ・チーム すだちくん

15 9:07
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・⽇本のへそ きさいちカントリークラブ・チーム京阪

13 8:53
奈良の杜ゴルフクラブ・チーム奈良の杜 ディアーパークゴルフクラブ・DP若⿅会

17 9:21
オリムピックゴルフ倶楽部・カントリーベアーズ 関⻄ゴルフ倶楽部・関⻄ゴルフ倶楽部 チームA

14 9:00

11 8:39
花屋敷ゴルフ倶楽部・花屋敷 株式会社オオヨドコーポレーション・チームオオヨド

12 8:46
茨⽊国際ゴルフ倶楽部・チーム ジャイアン ラ・グレースゴルフ倶楽部・チーム・グレース

9 8:25
⾼室池ゴルフ倶楽部・⾼室Cチーム みさきカントリークラブ・みさきカントリークラブC

10 8:32
信楽カントリークラブ・スリーパット 株式会社ティ･アール･イー・勇往邁進

7 8:11
⾼室池ゴルフ倶楽部・オールドマン・パー みさきカントリークラブ・みさきカントリークラブA

8 8:18
⾼室池ゴルフ倶楽部・⾼室池エックス みさきカントリークラブ・みさきカントリークラブB

5 7:57
東条の森カントリークラブ・チ－ム東条 泉南カンツリークラブ・泉南カンツリーチームB

6 8:04
⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部・ゴルキチ2021 ⼤阪ゴルフクラブ・あばれ⾺

3 7:43
美奈⽊ゴルフ倶楽部・ファンタジスターズ 美加ノ原カンツリークラブ・美加ノ原

4 7:50
⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺NO.1 奈良柳⽣カントリークラブ・⻭みがきはエズイたら終わりな

1 7:29
有⾺ロイヤルゴルフクラブ・チームSIMU 鳴尾ゴルフ倶楽部・チーム幸祐2022

2 7:36
北六甲カントリークラブ・北六甲ドリームチーム 宝塚ゴルフ倶楽部・チーム226

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2021.11.27

⾼室池ゴルフ倶楽部

＜インコース＞ 関⻄E地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

松原 広和 島崎 泰雄 丸⽯ 勝也 福本 賀範

東原 雅典 松村 宣⽣ 伊藤 亮志 染⾕ 玲央

宇都宮 受仁也 陸橋 秀規 ⻄川 知良 ⼭下 ⼤造

⽔畑 伊知郎 村上 浩⼀ 中⽥ 寛 上杉 公⼀

⽥辺 浩 清 順⼀ 遠藤 弘佳⼠ 森本 伸幸

森川 克友 諸島 秀典 中圖 基晴 ⼤野 泰⽣

梶⾕ 光弘 伊藤 雅明 ⻄澤 勉 ⻄條 清教

⾼本 拓真 菅家 健⼆郎 ⾦⼦ 洋介 南 克弥

堀江 博⾏ 引網 佐登司 湊 好晴 ⼩畑 慎介

宮村 ⾂紀 ⼩佐々 哲成 近藤 康仁 河合 隆太

佐藤 秀昭 渡邉 孝幸 ⼤⼭ 朱賢 安留 魁

⾚松 理充 ⽊本 登⾨ 藤⽥ 郁 柳原 浩⼀

桐村 智⼀ ⻘⽊ 義幸 中村 ⼤蔵 梶本 純司

北⼭ 健太郎 ⽯塚 祥成 川村 政仁 加本 秀明

植本 ⼀ ⾼瀬 直⼈ 和⽥ 聡 前⽥ 友秀

⻄村 司郎 荒川 眞 上辻 徹⾝ 中川 正成

延安 伸ニ 泉 佳宏 野原 彰洋 ⼩松 郁男

16 9:14
オリムピックゴルフ倶楽部・オリムピック 株式会社ロク総合設備・徹洋正健

17 9:21
オリムピックゴルフ倶楽部・カントリーベアーズ 関⻄ゴルフ倶楽部・関⻄ゴルフ倶楽部 チームA

センコー株式会社・センコーゴルフ部 四国カントリークラブ・チーム すだちくん

15 9:07
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・⽇本のへそ きさいちカントリークラブ・チーム京阪

13 8:53
奈良の杜ゴルフクラブ・チーム奈良の杜 ディアーパークゴルフクラブ・DP若⿅会

14 9:00

11 8:39
花屋敷ゴルフ倶楽部・花屋敷 株式会社オオヨドコーポレーション・チームオオヨド

12 8:46
茨⽊国際ゴルフ倶楽部・チーム ジャイアン ラ・グレースゴルフ倶楽部・チーム・グレース

9 8:25
⾼室池ゴルフ倶楽部・⾼室Cチーム みさきカントリークラブ・みさきカントリークラブC

10 8:32
信楽カントリークラブ・スリーパット 株式会社ティ･アール･イー・勇往邁進

7 8:11
⾼室池ゴルフ倶楽部・オールドマン・パー みさきカントリークラブ・みさきカントリークラブA

8 8:18
⾼室池ゴルフ倶楽部・⾼室池エックス みさきカントリークラブ・みさきカントリークラブB

5 7:57
東条の森カントリークラブ・チ－ム東条 泉南カンツリークラブ・泉南カンツリーチームB

6 8:04
⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部・ゴルキチ2021 ⼤阪ゴルフクラブ・あばれ⾺

3 7:43
美奈⽊ゴルフ倶楽部・ファンタジスターズ 美加ノ原カンツリークラブ・美加ノ原

4 7:50
⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺NO.1 奈良柳⽣カントリークラブ・⻭みがきはエズイたら終わりな

1 7:29
有⾺ロイヤルゴルフクラブ・チームSIMU 鳴尾ゴルフ倶楽部・チーム幸祐2022

2 7:36
北六甲カントリークラブ・北六甲ドリームチーム 宝塚ゴルフ倶楽部・チーム226

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



※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）


