
関⻄B地区予選 2019.10.30
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
⽇野ゴルフクラブ 村⽥ 靖司 ⽯川 ⼤ ⽩⼭ 裕晃 中村 輝昭
⽇野の2t 73 79 77 81

スリーレイクスカントリークラブ 杉本 拓 早川 直希 伊藤 公介 ⼭⼝ 浩
スギタクカントリー 72 71 87 88
信楽カントリークラブ 棚町 義博 杉本 拓⼠ 村上 誠 濱野 哲⾏
HTMS 76 82 80 76
レイクフォレストリゾート 寺岡 俊宏 服部 恭尚 ⼭野 剛史 宮本 敏幸
レイクSP4 74 83 85 75
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 82 75 79 79
パインレークゴルフクラブ 中川 幸次 ⼭崎 幸⼆ 吉岡 直 瀬滝 雅
Kファミリー 82 78 78 82

COCOCPA RESORT三重⽩⼭ゴルフコース ⽥中 賢吾 柘植 ⼤明 鈴⽊ 孝明 ⻑⾕川 実
KAKUEI 79 75 85 84
エクセレントゴルフクラブ伊勢⼤鷲コース 尾⼦ ⾼史 平井 和浩 ⽚岡 茂樹 ⻑島 武司
伊勢⼤鷲 83 100 79 76
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 82 77 83 81
琵琶湖カントリー倶楽部 川上 恒基 松本 徹 太⽥ 浩之 中⼭ 雅⽂
PINCH 77 89 76 98
名神栗東カントリー倶楽部 松野 賢⼆ 川上 浩司 太⽥ 安弘 栗林 修
miracle 82 75 86 88
名神⼋⽇市カントリー倶楽部 筑紫 康之 廣⽥ 六郎 ⽊村 正隆 ⾚尾 ⼤樹
⼋⽇市ラビッツ 84 90 83 78
浜松シーサイドゴルフクラブ ⼭⼝ 賢哉 永⽥ 剛⼠ ⼤村 宗志 ⼭崎 達也
浜松シーサイド⽉曜会 81 82 85 85
朽⽊ゴルフ倶楽部 川上 哲⼆ ⿅俣 義春 福家 広之 岡 舜成
くつくつぼうし 87 82 81 89
奈良柳⽣カントリークラブ 浦島 善⺠ ⿊⽥ 訓司 北江 彰浩 重藤 栄⼀
クロちゃん 86 95 83 81
奈良柳⽣カントリークラブ 上杉 公⼀ 松⽥ 雄⼀郎 岩本 明久 中⽥ 寛
仲多会 81 85 86 88
関⻄ゴルフ倶楽部 ⽥中 良親 ⼭崎  征⾏ ⾼野 満 浅沼 久敏
チーム関⻄GC 95 84 84 84
グロワールゴルフクラブ 中⽥ 達也 梶原 忠弘 倉⽥ 省吾 秋本 ⿓也
チームST3 81 90 85 91
名神⼋⽇市カントリー倶楽部 武⽥ 和晃 姜 智光 堺 元嗣 杉本 武司
⼋⽇市のうさぎたち 84 85 94 89
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 川勝 隆之 澤⽥ 達也 吉川 靖師 辻本 陽介
チームゴールデン 91 87 85 90
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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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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



〔条件〕
コース：6,867yards（Par72）
天候：晴れ、⻄北⻄の⾵（2m）


