
2022.10.27

信楽カントリー倶楽部・杉⼭コース

＜北コース＞※北→東（キャディ付） 関⻄B地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

浅⽥ 佳邦 瀬川 純 ⼩池 康之 向吉 浩太朗

冨⽥ 利明 千阪 茂 ⾚⼭ 正⼰ 上市 泰司

村⽥ 靖司 磯井 昭太 伊藤 喜孝 ⽚岡 茂樹

⻄⼭ 学 坂東 雅樹 ⿊澤 正之 宮崎 冬詩

久保⽥ 泰⽣ ⽥中 ⼤⼀ ⽊下 晶夫 安⽥ 康輔

上杉 知裕 梅林 剛 名須川 勝幸 近藤 稔

𠮷積 知典 鍋島 万⼈ ⼤⾕ 奏 遠藤 嘉昭

森⽥ 浩⼆ 森⽥ 敏裕 熊野 憲 ⼭本 佳彦

阪野 智久 若杉 孝志 ⼭本 祥史 堀 善成

⼤⼭ 碩済 堀⼝ 典弘 塚脇 和典 ⻄⽥ 新吾

蓮尾 耕司 神農 洋⼀ ⻄村 亨 福家 広之

巖 鉄也 久保 京⼀郎 川上 哲⼆ ⿅俣 義春

鈴⽊ 健司 ⼤薗 俊夫 倉辻 和彦 藤⽥ 鉄也

橋本 邦⼤ 宇野 孝⼆ ⼤⼭ 倫寬 伊藤 貴広

平本 晃⼀ 宮野 宝 ⼭下 等 北村 久⼈

緒⽅ 克章 鎌倉 ⼤ ⾕内 祥吾 松井 幸男

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:08
ザ・カントリークラブ・チーム ニート・ドクターズ ⼤阪ゴルフクラブ・チーム エンジェル

2 7:16
ザ・カントリークラブ・チーム ニート・ドクターズ ⼤阪ゴルフクラブ・チーム エンジェル

3 7:24
ザ・カントリークラブ・team spirits COCOPA RESORT CLUB 三重フェニックスゴルフコース・三重フェニックス

4 7:32
ザ・カントリークラブ・team spirits COCOPA RESORT CLUB 三重フェニックスゴルフコース・三重フェニックス

5 7:40
かさぎゴルフ倶楽部・チーム かさぎっス ジャパンクラシックカントリー倶楽部・チーム⽊下

6 7:48
かさぎゴルフ倶楽部・チーム かさぎっス ジャパンクラシックカントリー倶楽部・チーム⽊下

7 7:56
滋賀カントリー倶楽部・TEAM SHIGA CC ジャパンクラシックカントリー倶楽部・Team JACK×2

8 8:04
滋賀カントリー倶楽部・TEAM SHIGA CC ジャパンクラシックカントリー倶楽部・Team JACK×2

9 8:20
ライオンズゴルフ倶楽部・TEAMライオンズ 阿⼭カンツリー倶楽部・阿⼭カンツリー倶楽部

10 8:28
ライオンズゴルフ倶楽部・TEAMライオンズ 阿⼭カンツリー倶楽部・阿⼭カンツリー倶楽部

11 8:36
宇治⽥原カントリー倶楽部・京都 朽⽊ゴルフ倶楽部・くつくつぼうし

12 8:44
宇治⽥原カントリー倶楽部・京都 朽⽊ゴルフ倶楽部・くつくつぼうし

13 8:52
宇治⽥原カントリー倶楽部・⼤阪 朽⽊ゴルフ倶楽部・たいがーろけっつ

14 9:00
宇治⽥原カントリー倶楽部・⼤阪 朽⽊ゴルフ倶楽部・たいがーろけっつ

15 9:08
春⽇台カントリークラブ・帰りは餃⼦ゴルフクラブ 朽⽊ゴルフ倶楽部・クツクツボウシ

16 9:16
春⽇台カントリークラブ・帰りは餃⼦ゴルフクラブ 朽⽊ゴルフ倶楽部・クツクツボウシ



三宅 寛穂 ⿊⽥ 泰⽣ ⻄⽥ 佳弘 鵜⾜ ⼀義

堅⽥ 雄介 井⽥ 喜之 橋本 ⼀秀 保⽥ 吉則

熊⽥ 貴之 北⼭ 明 中島 良彦 ⾼⽊ 幸雄

酒井 暁隆 ⾕ 克久 安井 滋 岡⽥ 浩敬

⽥中 繁⾏ 野⽥ 雅司 杉本 尚⻫ 瀧野 ⽂晴

⽊⼾⼝ 義明 南 英之 ⼤⼭ ⼀平 澤江 太郎

※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00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 〕 競技前⽇、当⽇の連絡は開催ゴルフ場へご連絡ください。

20 9:56
近江カントリー倶楽部・3KS 双鈴ゴルフクラブ・ラオウ軍団

18 9:40
近江カントリー倶楽部・焼⾁ホタル ⻘⼭台ゴルフ倶楽部・⻘⼭ちょろいーず

19 9:48
近江カントリー倶楽部・3KS 双鈴ゴルフクラブ・ラオウ軍団

17 9:32
近江カントリー倶楽部・焼⾁ホタル ⻘⼭台ゴルフ倶楽部・⻘⼭ちょろいーず

センチュリー・シガ・ゴルフクラブ・センチュリーシガ

21 10:04
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ・センチュリーシガ 奈良ロイヤルゴルフクラブ・仲良しゴルフ仲間

22 10:12
奈良ロイヤルゴルフクラブ・仲良しゴルフ仲間


