
2021.11.9

美奈⽊ゴルフ倶楽部

＜アウトコース＞ 関⻄D地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

梅村 剛史 平⼭ ⼤介 福本 徹 中野 耕治

藤井 将彦 浦本 佳則 加藤 時彦 池⽥ 直

川上 聡 新⽥ 裕⼀ 幡司 道⼠哉 辺⾒ 瑞⼀郎

杉本 幸⼀ 冨⽥ 秀⼀ ⻄⽥ 佳弘 橋本 ⼀秀

⻄⼭ 英⼆ 北浦 佑亮 熊⾕ 久志 今村 晴⾏

丸⼭ 雅規 前川 政広 ⼭﨑 征⾏ 川⼝ 研司

井⽥ 憲男 細野 泰弘 橋本 好充 ⽥中 良親

中地 将司 中川 澄夫 南 忠⼤ 重⾥ ⼀⽂

森住 公紀 ⻑屋 健 ⾚⼭ 正⼰ 上市 恭司

⽊原 敏夫 仲上 典⾂ 中圖 基晴 桑原 克⽂

向井 順⼀郎 ⽯川 慎⼀郎 秋⼭ 直⼤ 天良 正⽂

※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）

11 8:56
オークモントゴルフクラブ・Mi 2 三⽥レークサイドカントリークラブ・チーム スリーレイク

9 8:40
きさいちカントリークラブ・きさいちccからやってきました ⼤阪ゴルフクラブ・チーム イップス

10 8:48
オリムピックゴルフ倶楽部・チーム ナミゲキ ⼤阪ゴルフクラブ・チーム シャンク

7 8:24
国⽊原ゴルフ倶楽部・FKボーイズ 関⻄ゴルフ倶楽部・関⻄ゴルフ倶楽部 チームB

8 8:32
デイリー信楽カントリー倶楽部・3.3.5.6隊 ⼤阪ゴルフクラブ・⼤阪ゴルフクラブ TEAMS.NEW

5 8:08
三⽊よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam2 京都ゴルフ倶楽部・チーム まんざら

6 8:16
国⽊原ゴルフ倶楽部・チームOSM 関⻄ゴルフ倶楽部・関⻄ゴルフ倶楽部

3 7:52
猪名川国際カントリークラブ・Team INAKOKU 倉敷カントリー倶楽部・倉敷カントリーズ

4 8:00
泉南カンツリークラブ・サウススプリングα ⻘⼭台ゴルフ倶楽部・⻘⼭ちょろいーず

1 7:36
有⾺ロイヤルゴルフクラブ・有⾺ロイヤル チームZ 武庫ノ台ゴルフコース・武庫ノ台

2 7:44
奈良国際ゴルフ倶楽部・奈良国際Aチーム 武庫ノ台ゴルフコース・武庫ノ台A

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名



2021.11.9

美奈⽊ゴルフ倶楽部

＜インコース＞ 関⻄D地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

平⼭ ⿓⼀ 鈴⽊ 雅博 三野宮 秀男 喜⽥ 徹

本澤 克教 ⼤仲 桃恵 ⼭下 恭平 ⽥中 正治

吉⽥ 宙永 岸本 毅 ⽊村 紀代志 上⽥ 昌志

柿花 泰之 中⾕ ⾠男 原⽥ 靖 鵜⾜ ⼀義

岡⽥ 正和 ⼭永 克彦 ⽊下 博史 渡邉 和隆

⼤和久 郁夫 ⾕⼝ 博昭 浅沼 久敏 今村 康⼈

⾵神 充宏 坂本 浩規 ⾼野 満 ⼭下 雄介

⻄村 耕⼀ 吉岡 勝弘 河内屋 英 根来 篤

武⽥ 守弘 東川 貴俊 葛本 晴久 坂本 栄治

⽔野 雅夫 源野 英輝 ⼩林 公成 流川 博⽂

眞銅 孝安 ⽵中 博 宮本 正智 神崎 隆史

※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）

10 8:48
オリムピックゴルフ倶楽部・チーム ナミゲキ ⼤阪ゴルフクラブ・チーム シャンク

11 8:56
オークモントゴルフクラブ・Mi 2 三⽥レークサイドカントリークラブ・チーム スリーレイク

8 8:32
デイリー信楽カントリー倶楽部・3.3.5.6隊 ⼤阪ゴルフクラブ・⼤阪ゴルフクラブ TEAMS.NEW

9 8:40
きさいちカントリークラブ・きさいちccからやってきました ⼤阪ゴルフクラブ・チーム イップス

6 8:16
国⽊原ゴルフ倶楽部・チームOSM 関⻄ゴルフ倶楽部・関⻄ゴルフ倶楽部

7 8:24
国⽊原ゴルフ倶楽部・FKボーイズ 関⻄ゴルフ倶楽部・関⻄ゴルフ倶楽部 チームB

4 8:00
泉南カンツリークラブ・サウススプリングα ⻘⼭台ゴルフ倶楽部・⻘⼭ちょろいーず

5 8:08
三⽊よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam2 京都ゴルフ倶楽部・チーム まんざら

2 7:44
奈良国際ゴルフ倶楽部・奈良国際Aチーム 武庫ノ台ゴルフコース・武庫ノ台A

3 7:52
猪名川国際カントリークラブ・Team INAKOKU 倉敷カントリー倶楽部・倉敷カントリーズ

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:36
有⾺ロイヤルゴルフクラブ・有⾺ロイヤル チームZ 武庫ノ台ゴルフコース・武庫ノ台


