
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

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
東名古屋カントリークラブ ⼟井 健太郎 上條 宝司 ⼩原 景 深川 雅央
チーム東名古屋 85 77 76 78
⾦城カントリークラブ 鎌⽥ 賢⼆ 広藤 ⼤樹 ⼩⻄ 勝典 佐々⽊ 厚造
チームてん・てん 78 80 75 82
桑名カントリー倶楽部 藤井 広⽂ ⽟⼭ 博康 磯部 伊知郎 神農 竣以知
ドンガバチョ 81 82 83 75
⻘⼭台ゴルフ倶楽部 ⻄⽥ 佳弘 橋本 ⼀秀 平⽥ 弘樹 鵜⾜ ⼀義
⻘⼭ちょろい〜ず 84 77 77 86
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 80 76 82 88
朽⽊ゴルフ倶楽部 北村 久⼈ ⼭下 等 ⾕内 祥吾 松井 幸男
クツクツボウシ 84 78 88 77
鷹の巣ゴルフクラブ 三上 主樹 森野 勝義 井上 貴博 池本 燿由貴
井上さんを⼿ぶらで帰せん！ 78 79 93 82
城陽カントリー倶楽部 星⼭ ⼀也 ⽵本 貴 ⼤⻄ 康司 陸橋 秀規
Jʼｓ 88 82 78 80
タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 瀧⽥ ⼤護 瀧⽥ 裕⼆ 神野 浩⼆ ⽯⽔ 裕三
GOGO伊予 85 76 80 87
ライオンズゴルフクラブ 阪野 智久 ⼭村 憲⼈ ⼤⼭ 碩済 堀⼝ 典弘
チーム ラスベガス 82 75 85 86
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 81 87 97 74

泉佐野カントリー倶楽部 紀伊埜本 馨 森元 正⼆ 井坂 直樹 寺内 賢治
チーム サノカン 78 88 82 83
滝の宮カントリークラブ 佐野 和志 ⼸⼭ 博市 ⾚尾 恭平 ⼭根 英明 
上⼿やねぇ〜 82 95 80 81
グレイスヒルズカントリー倶楽部 ⽊村 洋 ⾈⼭ 義則 中根 丈嘉 中村 昌嗣
せんたろう 77 85 83 84
グランデージゴルフ倶楽部 浅井 猛雅 鐡東 貴和 廣野 豊 松尾 徳志
チーム 河童 82 80 84 83
⼤⼭アークカントリークラブ 徳⽥ 照夫 稲村 治年 ⼤⻄ 孝司 伊丹 晋司
⼤⻄商店 77 88 84 85
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 尾⼦ ⾼史 ⽥中 繁⾏ ⽚岡 茂樹 ⽊⼾⼝ 義明
センチュリーシガGC 85 89 82 79
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 87 93 85 74
タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 阿部 義弘 坂井 邦彦 ⼩林 数誉 東道 和仁
出たとこ勝負「ゆくえはボールに聞いて!」 83 97 77 86
国⽊原ゴルフ倶楽部 ⼤和久 郁夫 坂本 浩規 細野 泰弘 ⾵神 充宏
FK ボーイズ 85 84 92 78
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 78 85 88 85

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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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 85 80 85 84
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 89 88 80 81
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 83 83 93 83
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 85 86 82 84
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 85 82 84 87
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 85 89 80 86
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 86 86 80 89
⽇本ラインゴルフ倶楽部 杉浦 茂樹 ⻑尾 福治郎 藤 浩⼀ 寺澤 和也
チームライン 82 84 87 87
四⽇市カンツリー倶楽部 ⽵内 祐彦 ⼭本 敦 樋⼝ 和⼤ ⾼⽥ 裕晃
4989 82 88 84 87
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 ⾼瀬 直⼈ 植本 ⼀ 渡邊 将⼈ ⼩島 孝仁
⽇本のへそ 85 89 82 86
ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース 三嶋 祥昌 ⼭下 幸太郎 久⽶ 洋平 國松 朋彦
みっき〜 81 90 89 83
近江カントリー倶楽部 三宅 寛穂 志村 豪 ⿊⽥ 恭⽣ 堅⽥ 雄介
チーム GO 豪 GO 85 82 93 86
デイリー信楽カントリー倶楽部 池⽥ 英樹 中地 将司 ⻄垣 聡則 東 公平
チーム デイリー信楽 84 87 85 85
鷹の巣ゴルフクラブ ⾕⼝ 公啓 蛭⼦ 宗夫 ⼭野井 秀樹 藤原 智昭
鷹の巣ロータリアンズ 88 81 85 91
レイクフォレストリゾート 寺岡 俊宏 波床 隆 宮本 敏幸 服部 恭尚
レイクLD4 85 85 85 86
神有カントリークラブ 宮崎 栄次 岸本 健 ⽯⼝ 勝治 松本 多嘉雄
チーム ガチャピン 87 87 81 89
⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部 吉⽥ 量 宇保 隆 村⽥ 直哉 諸島 秀典
ゴルキチ2020 85 83 92 87
⽩鷺ゴルフクラブ ⽯井 茂則 村上 浩⼀ 齋 英次郎 吉野 章
チーム⽩鷺NO.1 89 88 86 82
鷹の巣ゴルフクラブ 淡野 乃祐 森⽥ 公昭 ⼭下 薫⼆ 吉本 四徳
チームくんじ 86 92 95 79

〔条件〕
コース：Regular/6,832yards、Senior/6,497yasds（Par72）
天候：晴れ、南⻄の⾵（1m）

251

252

253

36

30

31

32

255

33

34

35

38 255

39 256

40

27

28

29

253

254

254

253

253

253

257

37 255

26

25 251

251

22 249

23 249

24 249


