
関⻄C地区予選 2020.11.12
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
六甲国際ゴルフ倶楽部 林 英明 太⽥ 雅之 上辻 徹⾝ 利川 邦浩
チーム粉々 72 78 76 82

⼩野ゴルフ倶楽部 樫本 晋作 阿部 ⽂彦 ⼩林 ⼤祐 井村 親季
HG 77 87 77 74
滝野カントリー倶楽部 森 洋⼀ 笹原 和也 濱岡 伸成 ⾼⽥ 弘司
チーム滝野 81 92 78 73
加茂カントリークラブ ⽔津 ⼀郎 ⾚井 仁司 坂下 令⼆ 中村 弘樹
加茂 79 75 79 83
富⼠⼩野ゴルフクラブ 北⼭ 英則 江崎 敏彦 森 正⾏ ⽵本 純
富⼠⼩野ゴルフクラブ 79 75 79 88
国⽊原ゴルフ倶楽部 井⽥ 憲男 坂本 浩規 細野 泰弘 ⾵神 充宏
FK ボーイズ 90 74 81 79
神有カントリークラブ 宮崎 栄次 喜島 道治 ⽯⼝ 勝治 0
チーム ガチャピン 82 80 74 __
滝野カントリー倶楽部 加藤 時彦 池⽥ 直 ⼭下 恭平 ⽥中 正治
武庫の台A 78 85 75 87

⼤津カントリークラブ 廣瀬 恵⼀ ⻄⼭ 英俊 ⼆⾒ ⾠伯 加美 重博
⼤津CC 85 78 81 83
⼤阪ゴルフクラブ ⽊下 吉隆 桑原 克⽂ ⾚⼭ 正⼰ 葛本 晴久
⼤阪ゴルフクラブA 91 83 76 84
マスターズゴルフ倶楽部 森 和⼈ ⼩倉 康史 今村 健⼆ ⼗代 曜栄
team イマムラ 92 73 83 88
淡路カントリークラブ 加藤 治久 太⽥ 滋啓 松原 孝光 太⽥ 達雄
どんぐりーずneo 86 79 82 85
武庫ノ台ゴルフコース 福本 徹 三野宮 秀男 喜⽥ 透 中野 耕治
武庫ノ台 チーム特A 76 88 87 84
関⻄ゴルフ倶楽部 ⽥中 良親 ⼭崎 征⾏ 橋本 好充 川⼝ 研司
関⻄ゴルフ倶楽部C 83 75 89 89
奈良柳⽣カントリークラブ 今⻄ 敏彦 平岡 ⼤⼆郎 南 憲司 寺嶋 亨
チーム 罰ゲーム怖いよ〜 93 93 75 79
関⻄クラシックゴルフ倶楽部 安堂 誠孝 齋藤 五美 ⽮⽥ 耕治 橋本 貞利
橋本軍団 80 81 87 88
城陽カントリー倶楽部 川⼝ 正洋 中村 壽成 星⼭ 和義 松井 敬⼆
城陽カントリー倶楽部 80 80 93 88
⽩⼭ビレッジゴルフコース 和佐野 達也 丹合 信隆 鵜飼 福⼈ ⼭⼝ 恭平
ラスカルB 97 78 83 90
⼤阪ゴルフクラブ ⼩池 康之 三澤 猛史 南 忠⼤ 根来 篤
⼤阪ゴルフクラブC 91 88 83 81
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2021.3.27 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ）へ進出が決定

248

17 248

18 251

19 252

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2021.5.4 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定



⼤阪ゴルフクラブ 奥村 寿英 上市 恭司 松藤 公成 河内屋 英
⼤阪ゴルフクラブB 86 84 91 82
洲本ゴルフクラブ ⼭形 兼⼀郎 ⻑船 亘祐 ⽥中 昭仁 波⼾ ⼤樹
チームAKG 83 82 100 87
宝塚ゴルフ倶楽部 貴志 彰英 染⾕ 真央 古⾕ 直樹 井関 幸輔
宝遊会 79 87 95 90
奈良ロイヤルゴルフクラブ 杉本 尚⻫ 瀧野 ⽂晴 ⼤⼭ ⼀平 澤江 太郎
TEAM 真っ直ぐ強め 94 88 76 96
奈良柳⽣カントリークラブ 上杉 公⼀ 中⽥ 寛 岩本 明久 松⽥ 雄⼀郎
仲多会 85 82 101 94
奈良柳⽣カントリークラブ 北江 彰浩 浦島 善⺠ 重藤 栄⼀ ⿊⽥ 訓司
⿊ちゃん 90 85 97 97
ザ・カントリークラブ 浅⽥ 佳邦 阪本 勝彦 堀出 直樹 増⽥ 明俊
チーム ドクターズ 86 98 94 93

〔条件〕
コース：6,619yards（Par72）
天候：晴れ、北⻄の⾵（1m）

273

21 252

22 256

23 258

26

25 272

20 252

24 261


