
関⻄D地区予選 2020.11.28
⾼室池ゴルフ倶楽部

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
オリムピックゴルフ倶楽部 ⽵尾 吉主 泉 佳宏 延安 伸⼆ ⽥中 雅登
チームオリム 84 76 77 75

デイリー信楽カントリー倶楽部 ⻄垣 聡則 東 公平 池⽥ 英樹 北村 友弘
チーム デイリー信楽 78 86 79 75
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 尾⼦ ⾼史 ⽊⼾⼝ 義明 ⽚岡 茂樹 ⽥中 繁⾏
センチュリーシガGC 81 81 72 87
ザ・カントリークラブ 村⽥ 靖司 坂東 雅樹 ⻄⼭ 学 礒井 昭太
チーム スピリッツ 75 82 78 86
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 81 73 82 84
ゴールデンバレーゴルフクラブ ⾼瀬 直⼈ 植本 ⼀ 渡邊 将⼈ ⼩島 孝仁
⽇本のへそ 80 80 84 79
鳴尾ゴルフ倶楽部 丸⽯ 勝也 ⽵⽥ 幸祐 ⼩松 範⾏ 福本 賀範
チーム幸祐2021 78 95 82 80
⽩鷺ゴルフクラブ ⽯井 茂則 村上 浩⼀ 森 忠司 吉野 章
チーム⽩鷺NO.1 83 78 80 83
ディアーパークゴルフクラブ 増⽥ 昭彦 ⽻坂 俊宣 中村 ⼤蔵 梶本 純司
DP若⿅会 73 89 82 86

⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部 吉⽥ 量 宇保 隆 三浦 克友 諸島 秀典
ゴルキチ2020 95 79 83 80
茨⽊国際ゴルフクラブ 内⽥ 和広 ⾚松 理充 三好 成憲 ⽊本 登⾨
チーム ジャイアン 78 84 81 88
オリムピックゴルフ倶楽部 ⻄尾 匡⼈ ⻄村 司郎 荒川 眞 林 ⽇出男
オリムピック 80 88 81 82
ココパリゾートクラブ 三重フェニックスゴルフコース伊藤 喜孝 池上 英磨 ⼤⻄ 誠 ⿊澤 正之
麿ちゃんず 80 91 85 78
⾼室池ゴルフ倶楽部 梶⾕ 光弘 岩本 明男 ⽥中 吉英 菅家 健⼆郎
チームマイケル 81 85 84 79
名張カントリークラブ 森 秀吉 北浦 幸彦 ⽊⽥ 正彦 加納 悟史
MKスリー 84 93 76 84
芸南カントリークラブ 野地 英之 ⽥原 真⼀郎 ⼭崎 聡之 廣津 元基
チーム⼭⼝Z 78 83 87 84
三⽊よかわカントリークラブ 岡⽥ 正和 北浦 佑亮 畠⼭ 貢 ⻄⼭ 英⼆
チームよかよかTeam2 87 79 84 83
広島紅葉カントリークラブ 斎藤 正成 ⼤磯 宏⼰ 仁保 健太 ⻄村 良祐
⽶⽶CLUB 80 79 100 87
泉南カンツリークラブ 遠藤 弘佳⼠ 池⽥ 幸平 吉本 晴之 森本 伸幸
サザンスプリングス 84 80 83 84
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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
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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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奈良国際ゴルフ倶楽部 藤原 浩⼀ ⽯本 巧 和⽥ 光博 ⻄村 武治
巧の技と武治の気合 90 77 86 84
株式会社 D-ライト 中村 浩⼠ 松井 祐介 住本 克哉 藤井 亮介
チーム D 81 80 87 97
⼤阪ゴルフクラブ 河内屋 英 南 忠⼤ 松藤 公成 三澤 猛史
⼤阪ゴルフクラブ 86 79 84 94
宝塚ゴルフ倶楽部 伊藤 亮志 澤⽥ 規晶 ⾦⾕ 裕⼤ 0
チーム ヅカ 85 89 77 __
美加ノ原カンツリークラブ ⼭下 ⼤造 奥 拓也 ⻄川 知良 榧⽊ 賀隆
★MSC★ 86 86 89 82
四国カントリークラブ ⽵原 正弘 加本 秀明 尾島 克典 川村 政仁
チーム すだちくん 90 85 84 86
きさいちカントリークラブ ⽵下 哲⽣ 前⽥ 友秀 吉野 ⻯彦 熊⽥ 博志
チーム京阪 84 82 98 90
美加ノ原カンツリークラブ 下村 滋 ⻑澤 成明 前⽥ 朝治 森村 勝
M･S･C 92 93 81 90
奈良の杜ゴルフクラブ 藤枝 克彰 ⾨⻄ 祥司 ⻘⽊ 義幸 桐村 智⼀
奈良の杜ゴルフクラブ 92 93 84 90
⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部 村⽥ 直哉 畑中祐介 ⼤⽥ ⿓⼀郎 ⾕⼝ 攻
チーム グダグダ 94 102 81 96
洲本ゴルフ倶楽部 豊嶋 賢之 鎌⽥ 義 平川 智⼰ 久⽶ 基⽀
プロジェクトM 84 98 94 95

〔条件〕
コース：6,715yards（Par72）
天候：晴れ時々曇り、北東の⾵（3m）
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