
関⻄B地区予選 2020.10.28
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
名神栗東カントリー倶楽部 瀬古 友⼆ 井狩 和之 菊地 由起 ⼭中 信明
MRCチャンピオンと仲間達 78 86 78 81

グランベール京都ゴルフ倶楽部 上嶌 ⼀誠 堤 章好 岡本 晃 杉本 武⼠
グランベールの謎 84 88 76 77
近江カントリー倶楽部 三宅 寛穂 ⿊⽥ 恭⽣ 志村 豪 堅⽥ 雄介
チーム GO 豪 GO 80 77 82 83
グランデージゴルフクラブ 浅井 猛雅 松尾 徳志 鐡東 貴和 廣野 豊
チーム 河童 84 81 89 74
ルート25ゴルフクラブ 中井 徳樹 中島 伸伍 櫻⽊ 潤也 ⼩林 貴史
チームROUTE25 76 88 77 89
⻘⼭台ゴルフ倶楽部 ⻄⽥ 佳弘 橋本 ⼀秀 保⽥ 吉則 鵜⾜ ⼀義
⻘⼭ちょろい〜ず 90 77 85 79
ジャパンクラシックカントリー倶楽部 ⻄村 隆司 ⽊下 晶夫 名須川 勝幸 近藤 稔
チーム⽊下 79 84 83 81

きさいちカントリークラブ 森住 公紀 武⽥ 守弘 東川 貴俊 本澤 宏義
きさいちccって所から⼜来ました 80 81 83 87
朽⽊ゴルフ倶楽部 ⼭下 等 北村 久⼈ ⾕内 祥吾 松井 幸男
クツクツボウシ 87 80 81 87
京都ゴルフ倶楽部 ⽊下 博史 渡邉 和隆 ⾼橋 克典 熊⾕ 久志
チームまんざら 94 82 96 73
甲賀カントリー倶楽部 中⽔ 滋⼰ 浅原 克浩 伊⼭ 昭⼀ 星⼭ 健⼆
アジェ 81 87 83 91
堺カントリークラブ 隅野 達⽮ ⾹⽉ 健太 隅⽥ ⼤輔 河内 明
スマイル会 86 83 84 92
阿⼭カンツリー倶楽部 ⽥中 規仁 塚脇 和典 ⼭本 祥史 岡村 和也
T.T.Y.O 88 100 80 85
美加ノ原カントリークラブ 榧⽊ 賀隆 奥 拓也 ⻄川 知良 ⼭下 ⼤造
★MSC★ 82 86 86 92
ゴールデンバレーゴルフクラブ 川勝 隆之 吉川 靖師 澤⽥ 達⽮ 辻本 陽介
チームゴールデン 94 79 87 88
加茂カントリークラブ 森本 健⼀ ⼭本 良三 岩⽥ 益久 福井 信⼆
時遊⼈ 85 86 86 89
美加ノ原カントリークラブ 吉⽥ 秀⼀ 沼⽥ 公正 寺園 保 弘⽥ 伸⼆
Raccon 91 81 87 104
⽩⼭ヴィレッジゴルフコース 梶原 ⻯夫 ⽯川 重夫 岡原 輝茂 相良 創
ラスカルA 95 90 90 80
富⼠スタジアムゴルフ倶楽部 南コース ⻄⾕ 敏雄 中井 正雄 ⽶澤 健次 武⽥ 裕義
チーム忍忍 88 100 77 95
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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
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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



堺カントリークラブ 吉本 唯以 久留 篤 佐伯 徹 河本 永⼆
スマイル会B 86 95 89 86
名張カントリークラブ ⾼北 和司 ⼤⽵ 秀⼈ ⻄⼭ 剛 岩⾒ 諭
チームバリカン 90 96 89 97
茨⽊国際ゴルフ倶楽部 武本 智樹 松村 卓也 津島 ⼀也 肥後 英樹
プッシュプッシュ 98 99 122 110

〔条件〕
コース：6,867yards（Par72）
天候：晴れ、南⻄の⾵（1m）
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