
関⻄D地区予選 2019.11.14
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
京都ゴルフ倶楽部 ⼩⽥桐 正治 今井 秀樹 ⼤村 康郎 飯村 幸範
オダギリ 87 73 75 74

⼤阪ゴルフクラブ ⽊下 吉隆 ⼭本 秀樹 河島 歳明 ⾚⼭ 正⼰
チーム⼤阪GC A 86 72 78 75
奈良国際ゴルフ倶楽部 ⽯本 巧 ⽥中 雅登 藤井 将彦 本澤 克教
チームならこく 78 78 79 71
アオノゴルフコース 丸⼭ 武志 朝⽥ 忍 ⾼原 拓也 世良⽥ 紘平
アオノA 79 73 75 80
オリムピックゴルフクラブ ⻄尾 匡⼈ 林 ⽇出男 荒川 眞 ⻄村 司郎
NAHN 74 80 76 87
⼤阪ゴルフクラブ 奥村 寿英 松藤 公成 河内屋 英 南 忠⼤
チーム⼤阪GC B 81 78 81 73
洲本ゴルフクラブ ⼭形 兼⼀郎 ⻑船 亘祐 ⾚⽊ 和彦 波⼾ ⼤樹
洲本ゴルフクラブ 78 78 77 78
泉南カンツリークラブ 冨⽥ 秀⼀ 池⽥ 幸平 遠藤 弘佳⼠ 味若 恭幸
サザンスプリングス 85 83 72 78
茨⽊国際ゴルフ倶楽部 内⽥ 和広 ⾚松 理充 三好 成憲 酢⾕ 智宏
チーム ジャイアン 76 78 85 81
武庫ノ台ゴルフコース 加藤 時彦 池⽥ 直 ⼭下 恭平 ⽥中 正治
武庫の台A 77 78 80 85

滝野カントリー倶楽部 森 洋⼀ ⽊村 安宏 濱岡 伸成 笹原 和也
チーム滝野 82 79 81 76
奈良ロイヤルゴルフクラブ 杉本 尚⻫ ⼤⼭ ⼀平 瀧野 ⽂晴 ⾼⽥ 弘司
3パット村⻑さん 83 79 83 74
淡路カントリー倶楽部 太⽥ 滋啓 加藤 治久 松原 孝光 太⽥ 達雄
淡路CC どんぐりーず 87 81 80 75
神有カントリークラブ 宮崎 栄次 ⽯⼝ 勝治 喜島 道治 岡⽥ 隆
ガチャピン 88 79 79 81
株式会社デネブ 下前 裕嗣 ⼭崎 秀樹 植村 勝將 南 佳伸
Security 83 102 78 78
オリムピックゴルフ倶楽部 ⽚嶋 ⼤将 加⼭ 昌志 ⽥邉 鉄雄 元⽣ 克久
HACH 86 82 83 75
⻄神⼾ゴルフ場 渡邊 将⼈ 蔵根 武光 ⼭本 栄治 岸本 達始
チームNK 77 85 87 79
マスターズゴルフ倶楽部 森 和⼈ ⼗代 曜栄 今村 健⼆ ⼩倉 康史
Team イマムラ 89 84 77 80
奈良国際ゴルフ倶楽部 ⻄村 武治 和⽥ 光博 藤原 浩⼀ ⼤仲 桃恵
チームB 86 77 82 84

2273

2337

9 235

23613

18 241

19 243

14 239

16 240

17 241

15 239

11 236

12 236

10 235

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2020.3.28 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／2020.5.5 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定
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花屋敷ゴルフ倶楽部 渡邉 孝幸 佐藤 佳伸 ⽜尾 ⼤作 ⽥中 宏和
かなぶん 76 87 84 86
加茂カントリークラブ ⽔津 ⼀郎 ⾚井 仁司 吉⽥ 義隆 坂下 令⼆
加茂A 88 81 82 85
秋津原ゴルフ倶楽部 隅野 達⽮ 三藤 和明 樋⼝ 弘⼀ 吉本 唯以
秋津原ファミリー 82 93 76 90
奈良柳⽣カントリークラブ 今⻄ 敏彦 寺嶋 亨 平岡 ⼤⼆郎 南 憲司
チーム 傾く脳みそ 86 82 96 80
国⽊原ゴルフ倶楽部 井⽥ 憲男 細野 泰弘 ⾵神 充宏 坂本 浩規
FKボーイズ 86 87 85 78
⼩野ゴルフクラブ 平林 研⼆ 樫本 晋作 ⽥崎 ⿓之介 平林 宏章
オーノーズ 86 79 85 100
⼤⽇観光株式会社 中根 明宏 吉⽥ ⿇⾥⼦ 森脇 義嗣 三輪 将吾
やるき、げんき、もりわき。 84 101 84 87
三⽥レークサイドカントリークラブ 秋⼭ 直⼤ 濱⼝ 晃 吉⽥ 優 保⽊ 孝也
チームスリーレイク 83 93 91 83
武庫ノ台ゴルフコース 三野宮 秀男 中野 耕治 喜⽥ 徹 東⾕ 佳治
武庫ノ台 チームB 86 88 85 88
加茂カントリークラブ 岩⽥ 益久 福井 信⼆ 森本 健⼀ 中村 弘樹
時遊⼈ 84 88 96 90
ザ・カントリークラブ 浅⽥ 佳邦 堀出 直樹 増⽥ 明俊 阪本 勝彦
チームドクターズ 84 96 85 94
美奈⽊ゴルフ倶楽部 ⽣尾 雅美 松本 浩直 樋上 和喜 原 勝郎
美奈美味会 93 95 89 85
株式会社原設備⼯業 原 賢吾 安井 孝 原 怜也 吉⽥ 勝哉
KNG 95 98 117 87

〔条件〕
コース：6,619yards（Par72）
天候：晴れ、北北⻄の⾵（2m）
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