
2022.11.26

⾼室池ゴルフ倶楽部

＜アウトコース＞ 関⻄D地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⽵下 哲⽣ 和⽥ 聡 川勝 隆之 吉川 靖司

伊藤 美喜夫 ⼾塚 真吾 渡邊 将⼈ ⼩島 孝仁

加本 秀明 川村 政仁 増⽥ 昭彦 中村 ⼤蔵

⼭野 剛史 服部 恭尚 内⽥ 和広 河合 敬太郎

嶋本 将平 瀬⼾ 陽介 下根 俊之 辻野 智⼠

⼩松 範⾏ 丸⽯ 勝也 澤井 悟 村井 秀彰

上⽥ 元樹 濱野 政久 三村 ⽂利 勝本 浩⼆

中川 正成 ⿅⾕ 洋三 ⼤東 重則 岡⽥ 正和

⻄之辻 泰宏 星⼭ ⼀也 ⻄畑 泰宏 ⻑⾕川 俊彦

佐々⽊ 貴浩 ⼩佐々 哲成 吉⽥ 量 森川 克友

昌⾓ 健嗣 ⻄岡 務 森 洋⼀ 笹原 和也

⻘⽊ 義幸 ⼭⽥ 渉 北⾕ 孝幸 野村 昌広

寺⻄ 俊⼈ ⽯井 茂則 関東 佑吏恵 榧⽊ 賀隆

⽚桐 公秀 ⻄岡 慎⼆ ⽊下 光学 ⾼本 ⼤⼠

中尾 哲也 ⽔⽥ 主税 松林 尚⼰ 北洞 浩司

森下 展⾏ 藤原 克哉 三本 司 ⼭本 浩⼆

林 英明 上⽥ 裕次郎 福永 清彦 ⼩松 和弘

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:36
四国カントリークラブ・チーム すだちくん ディアーパークゴルフクラブ・バンビちゃん

4 7:43
レイクフォレストリゾート・LFRの2軍 茨⽊国際ゴルフ倶楽部・チーム ジャイアン

1 7:22
きさいちカントリークラブ・チーム京阪 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・チームゴールデン

2 7:29
越前カントリークラブ・Team 越前の和 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・⽇本のへそ

7 8:04
かさぎゴルフ倶楽部・CLUB12 三⽊よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam1

8 8:11
春⽇台カントリークラブ・春⽇台1軍 三⽊よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam2

5 7:50
花屋敷ゴルフ倶楽部・花屋敷 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会⼀軍

6 7:57
鳴尾ゴルフ倶楽部・TEAM幸助2023 ⾼室池ゴルフ倶楽部・⾼室池チームエックス

11 8:32
⼤宝塚ゴルフクラブ・ユウジと愉快な仲間たち 滝野カントリークラブ・チーム滝野

12 8:39
奈良の杜ゴルフクラブ・奈良の杜クラブ 播磨カントリークラブ・チーム播秀会

9 8:18
城陽カントリー倶楽部・チーム城陽 ⼩野グランドカントリークラブ・オノグラ

10 8:25
信楽カントリー倶楽部・チーピン ⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部・ゴルキチ2022

13 8:46
⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺NO1 美加ノ原カンツリークラブ・ちょこちゃんのおともだちーむ

17 9:14
六甲国際ゴルフ倶楽部・チームこりごり グリーンフィールゴルフ倶楽部・チームメジャー

14 8:53

16 9:07
有⽥東急ゴルフクラブ・有⽥東急A グリーンフィールゴルフ倶楽部・チームメジャー

伏尾ゴルフ倶楽部・伏尾道場 北六甲カントリークラブ・フルーツポンチ北六甲

15 9:00
有⽥東急ゴルフクラブ・有⽥東急スーパーシニア 有限会社オー・エヌ・オー・ONOゴルフ部



2022.11.26

⾼室池ゴルフ倶楽部

＜インコース＞ 関⻄D地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

熊⽥ 博志 前⽥ 友秀 澤⽥ 達也 川崎 正太郎

増⽥ 真⼈ 中村 都美 植本 芽名 髙瀬 直⼈

⽵原 正弘 尾島 克典 ⽻坂 俊宣 梶本 純司

島本 勝広 宮林 新吾 ⾚松 理充 ⽊本 登⾨

中村 栄樹 松⽥ 享洋 左近 哲也 ⻑岡 正博

福本 賀範 ⽵⽥ 幸祐 菅家 健⼆郎 堀江 博⾏

⼩⾕ 裕 宗 康男 ⼭永 克彦 畠⼭ 貢

中村 吉孝 上辻 徹⾝ ⻄⼭ 英⼆ 北浦 克真

⼤⻄ 康司 陸橋 秀規 渋⾕ 征茂 岩倉 淳俊

宮村 ⾂紀 森 祐⼀ 宇保 隆 ⽥中 慎吾

後藤 裕司 ⼤村 美咲 濱岡 伸成 ⾼⽥ 弘司

藤枝 克彰 ⾨⻄ 祥司 ⽯川 靖彦 前⽥ 将吾

⽔畑 伊知郎 村上 浩⼀ 奥 拓也 柳川 永吉

⻄川 雅裕 鈴⽊ 渉 東原 雅典 松村 宣夫

森下 恵美⼦ 重光 孝義 荒⽊ 誠悟 新⽥ 徳彦

松尾 泰明 中筋 信弥 太⽥ 雅之 利川 邦浩

1 7:22
きさいちカントリークラブ・チーム京阪 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・チームゴールデン

2 7:29
越前カントリークラブ・Team 越前の和 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・⽇本のへそ

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

5 7:50
花屋敷ゴルフ倶楽部・花屋敷 関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会⼀軍

6 7:57
鳴尾ゴルフ倶楽部・TEAM幸助2023 ⾼室池ゴルフ倶楽部・⾼室池チームエックス

3 7:36
四国カントリークラブ・チーム すだちくん ディアーパークゴルフクラブ・バンビちゃん

4 7:43
レイクフォレストリゾート・LFRの2軍 茨⽊国際ゴルフ倶楽部・チーム ジャイアン

9 8:18
城陽カントリー倶楽部・チーム城陽 ⼩野グランドカントリークラブ・オノグラ

10 8:25
信楽カントリー倶楽部・チーピン ⻄宮⾼原ゴルフ倶楽部・ゴルキチ2022

7 8:04
かさぎゴルフ倶楽部・CLUB12 三⽊よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam1

8 8:11
春⽇台カントリークラブ・春⽇台1軍 三⽊よかわカントリークラブ・チームよかよかTeam2

13 8:46
⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺NO1 美加ノ原カンツリークラブ・ちょこちゃんのおともだちーむ

14 8:53

11 8:32
⼤宝塚ゴルフクラブ・ユウジと愉快な仲間たち 滝野カントリークラブ・チーム滝野

12 8:39
奈良の杜ゴルフクラブ・奈良の杜クラブ 播磨カントリークラブ・チーム播秀会

16 9:07
有⽥東急ゴルフクラブ・有⽥東急A 六甲国際ゴルフ倶楽部・チームこりごり

伏尾ゴルフ倶楽部・伏尾道場 北六甲カントリークラブ・フルーツポンチ北六甲

15 9:00
有⽥東急ゴルフクラブ・有⽥東急スーパーシニア 有限会社オー・エヌ・オー・ONOゴルフ部



※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 〕 競技前⽇、当⽇の連絡は開催ゴルフ場へご連絡ください。


