
2019.11.4

⾼室池ゴルフ倶楽部

＜アウトコース＞ 関⻄C地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

奥⽥ 陽⼀ 夏⼭ 淳⼀ 上嶌 ⼀誠 杉本 武⼠

岩倉 淳俊 別所 亨 冨⼭ 悟志 野原 彰洋

伊藤 喜孝 宮﨑 冬詩 下根 俊之 森本 伸幸

三原 清男 ⼒⽯ 岳彦 上野 恒義 中務 稔也

⽥中 規仁 ⽥上 猛 ⼆宮 ⼀也 辻野 智⼠

⽥中 吉英 梶⾕ 光弘 ⻄ 隆弘 岩本 守

⼭永 克彦 ⼤東 重則 吉⽥ 量 宇保 隆

井坂 直樹 紀伊埜本 馨 南 昌宏 ⽊村 康英

⽯井 茂則 村上 浩⼀ 中村 浩⼠ 松井 祐介

沼⽥ 公正 吉⽥ 秀⼀ 深野 勇樹 榎本 貴之

下村 滋 前⽥ 朝治 古⾕ 直樹 井關 幸輔

森 秀吉 北浦 幸彦 福岡 逸⼈ 関⾕ 健夫

⾼北 和司 ⼤⽵ 秀⼈ 坂本 徹 松原 泰之

佐藤 雅彦 ⽩濱 ⾼⽂ 林 英明 上辻 徹⾝

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:43
ココパリゾートクラブ 三重フェニックスゴルフコース・チームフェニックス 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会 ⼀軍

4 7:50
サングレートゴルフ倶楽部・チームサングレート 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会 ⼆軍

1 7:29
アートレイクゴルフ倶楽部・チーム あーと グランベール京都ゴルフ倶楽部・グランベールの謎

2 7:36
⼩野グランドカントリークラブ・RISE 関⻄ゴルフ倶楽部・チーム関⻄GC②

7 8:11
三⽊よかわカントリークラブ・チームよかよか ⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部・ゴルキチ2019

8 8:18
泉佐野カントリークラブ・チームサノカン ⼤甲賀カントリークラブ・⼤甲賀 B

5 7:57
阿⼭カンツリー倶楽部・バーディ、ラッシュ！ 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会 三軍

6 8:04
⾼室池ゴルフ倶楽部・チームつだモン 関⻄軽井沢ゴルフ倶楽部・関⻄軽井沢GC選⼿会

9 8:25
⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺NO.1 株式会社 D-ライト・チームD

美加ノ原カントリークラブ・MSC 宝塚ゴルフ倶楽部・プチ双葉

12 8:53

10 8:39
美加ノ原カンツリークラブ・ひでたもぬまとも 株式会社三菱UFJ銀⾏・⾏和会ゴルフ部関⻄

11 8:46

名張カントリークラブ・MKスリー 三好カントリークラブ・TEAM MIYOSHI

13 9:00
名張カントリークラブ・チームバリカン 六甲カントリー倶楽部・チームワヤクチャ2

14 9:07
笠岡カントリークラブ・チーム笠岡 六甲国際ゴルフクラブ・チーム粉々



2019.11.4

⾼室池ゴルフ倶楽部

＜インコース＞ 関⻄C地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

加場 修 松本 丈史 岡本 晃 堤 彰好

北⼭ 忠 ⻄畑 泰宏 橋本 好充 川⼝ 研司

池上 秀麿 ⿊澤 正之 左近 哲也 ⼤原 嗣政

庭⼭ 久由 ⽥中 幹朗 本吉 弘志 松野 彰英

野⼝ 浩司 酒造 哲⼆ 福森 昌弘 林 禎治

菅家 健⼆郎 津⽥ 幸三 古林 由貴 飯⼲ 隆道

岡⽥ 正和 ⻄⼭ 英⼆ 諸島 秀典 三浦 克友

寺内 賢治 森元 正⼆ 河部 博 岡野 真⼆

森 忠司 吉野 章 住本 克哉 藤井 亮介

⻄川 知良 寺園 保 中村 研⼀郎 松⼭ 聡

榧⽊ 賀隆 奥 拓也 駒井 良 伊藤 亮志

⽊⽥ 正彦 加納 悟史 今川 知也 ⼟⽅ 邦裕

⻄⼭ 剛 岩⾒ 諭 ⾼本 ⼤⼠ ⾼⽯ 泰成

畑本 太 前⾕ 輝久 太⽥ 雅之 利川 邦浩

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:29
アートレイクゴルフ倶楽部・チーム あーと グランベール京都ゴルフ倶楽部・グランベールの謎

8 8:18
泉佐野カントリークラブ・チームサノカン ⼤甲賀カントリークラブ・⼤甲賀 B

9 8:25

6 8:04
⾼室池ゴルフ倶楽部・チームつだモン 関⻄軽井沢ゴルフ倶楽部・関⻄軽井沢GC選⼿会

7 8:11
三⽊よかわカントリークラブ・チームよかよか ⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部・ゴルキチ2019

14 9:07
笠岡カントリークラブ・チーム笠岡 六甲国際ゴルフクラブ・チーム粉々

13 9:00
名張カントリークラブ・チームバリカン 六甲カントリー倶楽部・チームワヤクチャ2

⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺NO.1 株式会社 D-ライト・チームD

12 8:53
名張カントリークラブ・MKスリー 三好カントリークラブ・TEAM MIYOSHI

10 8:39
美加ノ原カンツリークラブ・ひでたもぬまとも 株式会社三菱UFJ銀⾏・⾏和会ゴルフ部関⻄

11 8:46
美加ノ原カントリークラブ・MSC 宝塚ゴルフ倶楽部・プチ双葉

4 7:50
サングレートゴルフ倶楽部・チームサングレート 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会 ⼆軍

5 7:57
阿⼭カンツリー倶楽部・バーディ、ラッシュ！ 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会 三軍

2 7:36
⼩野グランドカントリークラブ・RISE 関⻄ゴルフ倶楽部・チーム関⻄GC②

3 7:43
ココパリゾートクラブ 三重フェニックスゴルフコース・チームフェニックス 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会 ⼀軍



※競技当⽇、⽋席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更になる場合があります。

⽇本クラブチームゴルフ選⼿権

競技委員⻑ 豊島 豊

〔 受付開始 〕 6時15分

※ご案内のスタート時間（40分前）までにご来場、受付をお済ませ下さい。

〔 緊急連絡先 〕 運営本部 080-6578-1414（⼤会事務局の受付時間外及び競技当⽇の連絡先）


