
⻄⽇本地区決勝 2022.3.26
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
センコー株式会社 ⾼野 健汰 浜⽥ 拓也 北⼭ 健太郎 ⽯塚 祥成
センコーゴルフ部 76 76 76 72
泉佐野カントリークラブ 井坂 直樹 寺内 賢治 森元 正⼆ 紀伊埜本 馨
チーム サノカン 81 82 70 80
ザ・カントリークラブ 村⽥ 靖司 礒井 昭太 ⻄⼭ 学 坂東 雅樹
チーム spirits 74 85 79 80
桑名カントリー倶楽部 伊藤 恵 ⽟⼭ 博康 磯部 伊知郎 神農 竣以知
ドンガバチョ 85 76 82 76
⾦城カントリークラブ 広藤 ⼤樹 細⼭ ⼒⽣ 佐々⽊ 厚造 ⼩⻄ 勝典
チームてん・てん 81 80 78 77
スリーレイクスカントリークラブ 調所 寛 早川 直希 伊藤 公介 平沼 宏康
スギタクカントリー 82 79 85 74
サンロイヤルゴルフクラブ 福岡 史剛 吉⽥ 剛 野村 茂 明⽯ 俊治
サンロ会 85 80 75 80
株式会社オオヨドコーポレーション 安留 魁 上峠 ⼀樹 淀 智哉 ⼤⼭ 朱賢
チームオオヨド 80 78 80 91
北六甲カントリークラブ ⽊下 光学 ⾼本 ⼤⼠ 東原 雅典 松村 宣夫
北六甲ドリームチーム 80 81 80 82
⼤阪ゴルフクラブ ⽊下 吉隆 ⼤野 泰⽣ 桑原 克⽂ 中圖 基晴
あばれ⾺ 80 86 85 76

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 83 102 87 71
宝塚ゴルフ倶楽部 貴志 彰英 諸島 秀典 染⾕ 真央 染⾕ 玲央
チーム226 82 79 85 81
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ ⽥原 ⼤志 ⾓井 和頼 ⽥中 繁⾏ 野⽥ 雅司
センチュリーＢ 87 84 81 77
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G4W 82 84 76 89
東名古屋カントリークラブ ⼟井 健太郎 鈴⽊ 智⼤ ⼩原 景 深川 雅夫
Hyperlaunch/ 82 82 82 80
グレイスヒルズカントリー倶楽部 中根 丈嘉 中村 昌嗣 ⽊村 洋 ⾈⼭ 義則
吾輩はcatである 86 85 78 81
有⾺ロイヤルゴルフクラブ ⽯⼝ 勝治 森 幸裕 早⽥ 直樹 ⾼橋 徹
有⾺ロイヤル チーム＊さくら＊ 80 86 81 83
⾼室池ゴルフ倶楽部 澤井 悟 村井 秀彰 ⾼本 拓真 菅家 健⼆郎
⾼室池エックス 83 81 80 86
⼩野ゴルフ倶楽部 樫本 晋作 阿部 ⽂彦 井村 親季 ⼩林 ⼤祐
HG 84 82 82 81
COCOPA RESORT CLUB 三重⽩⼭ゴルフコース⽥中 賢吾 鈴⽊ 孝明 ⻑⾕川 実 ⼤⻄ 潤
KAKUEI 83 85 79 83
⽇本ラインゴルフ倶楽部 藤 浩⼀ 皆川 利勝 杉浦 茂樹 寺澤 和也
Moderately everything-何事も程々に 79 84 86 84
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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／2022.5.3 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定
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きさいちカントリークラブ 森住 公紀 ⻑屋 健 武⽥ 守弘 東川 貴俊
きさいちccからやってきました 79 84 84 89
奈良国際ゴルフ倶楽部 藤井 将彦 浦本 佳則 本澤 克教 ⼤仲 桃恵
奈良国際Aチーム 85 82 81 85
鳴尾ゴルフ倶楽部 ⼩松 範⾏ ⽵⽥ 幸祐 丸⽯ 勝也 福本 賀範
チーム幸祐2022 81 85 82 90
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 86 84 85 80
芸南カントリークラブ ⼭⼝ 英賢 梅本 鉄兵 林 健太郎 植⽥ 彰
広島じゃけん芸南A 87 81 89 81
名張カントリークラブ 森 秀吉 ⽊⽥ 正彦 菊本 裕司 加納 悟史
MKスリー 87 82 81 87
鷹の巣ゴルフクラブ 三上 主樹 森野 勝義 篠原 義弘 池本 燿由貴
井上さんを⼿ぶらで帰せん！ 80 83 87 90
⼤⼭アークカントリークラブ 志賀 伸彦 ⽊下 洋⼀ 藤瀬 雅史 ⾕本 崇
ふぉーだらーず 86 80 85 87
武庫ノ台ゴルフコース 福本 徹 中野 耕治 三野宮 秀男 喜⽥ 徹
武庫ノ台 81 86 88 85
泉南カンツリークラブ 松井 達司 池⽥ 幸平 遠藤 弘佳⼠ 中井 篤史
泉南カンツリーチームB 91 86 81 85
武庫ノ台ゴルフコース 中原 裕⼆ 池⽥ 直 ⼭下 恭平 ⽥中 正治
武庫の台A 93 86 82 85
鷹の巣ゴルフクラブ 淡野 乃祐 宮尾 裕史 森⽥ 公昭 吉本 四徳
あわきち 89 83 82 91
広島紅葉カントリークラブ 斎藤 正成 ⼤礒 宏⼰ ⼟本 健⼆ ⻄村 良祐
⽶⽶CLUB 83 86 85 96
ライオンズゴルフ倶楽部 ⼭村 憲⼈ ⼤⼭ 碩済 堀⼝ 典弘 若杉 孝志
ラスベガス 86 86 86 85
筑紫丘ゴルフクラブ ⽯井 新也 成世 匡章 結城 茂 ⼤⽯ 勤
チーム がおか 84 91 84 92
茜ゴルフクラブ ⾺場 崇 佐⽵ 美昭 ⻘⽊ 博幸 李 成鐘
チームゼロ 87 87 98 86
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 永井 義⽂ 秋本 啓治 松尾 博明 ⼤熊 圭⼀
チームQFC 86 86 95 89
⼭⼝レインボーヒルズ泉⽔原ゴルフクラブ ⽥中 努 荒澤 秀男 吉富 誠 村岡 秀樹
チーム101 90 88 94 85

〔条件〕
コース：6,593yards（Par72）
天候：雲り時々⾬、南東の⾵（5m）
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