
＜開催概要＞
⽇本クラブチームゴルフ選⼿権 ⻄⽇本地区決勝競技
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ レギュラークラス／6,832yard、シニアクラス／6,502yard（Par72）
41チーム（164名）出場予定
2023年3⽉25⽇（⼟）

＜注意事項＞
※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。
※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。

＜受付開始＞
受付、レストラン、練習場（6時15分より）

＜表彰チーム＞
上位3チームには競技終了後に表彰セレモニーを⾏います。（パーティーはありません）

＜全国決勝進出チーム数＞
上位11チーム（予定）最終確定数は会場にて発表とします。

＜緊急連絡先＞
競技前⽇や当⽇の緊急連絡は開催コースまでご連絡ください。
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ（0863-41-2311）

⽇本クラブチームゴルフ選⼿権
競技運営ディレクター

豊島 豊



〔アウトコース〕 ⻄⽇本地区決勝／東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

中野 勇太郎 葛城 宗⼈ 安本 正徳 ⼭中 威彦

下根 俊之 辻野 智⼠ 福井 拓郎 東 豊

渡邊 将⼈ ⼩島 孝仁 伊藤 喜孝 ⽚岡 茂樹

⼤礒 宏⼰ 仁保 健太 澤井 悟 村井 秀彰

豊⼭ 清太郎 伊藤 淳⼆ ⼩池 康之 向吉 浩太朗

坂⽥ 和也 寺本 守 ⼤⽮ 誠 藤⽊ 久⾂

⽊下 吉隆 中圖 基晴 澤⽥ 勉 恩⽥享之

吉積 知典 森⽥ 浩⼆ ⾕⼝ 公啓 蛭⼦ 宗夫

内⽥ 和広 河合 敬太郎 中野 寿男 萩原 健司

杉原 盛秀 安藤 泰秀 ⾕内 祥吾 松井 幸男

⻄尾 雅之 川津 翔太 橋⼝ ⼤輔 樋⾼ 典孝

森 洋⼀ 笹原 和也 鈴⽊ 智⼤ 上条 宝司

⼭村 憲⼈ 若杉 孝志 関東 佑吏恵 楊川 永吉

冨⽥ 哲平 藤野 賢児 佐藤 雅彦 ⽩濱 ⾼⽂

丸⽯ 勝也 ⽵⽥ 幸祐 藤井 将彦 本澤 克教

植⽥ 彰 梅本 鉄兵 ⾕⼝ 彰彦 佐藤 秀信

⽥中 繁⾏ 野⽥ 雅司 棚町 義博 村上 誠

⽶⽥ 崇 中野 正浩 寺⻄ 俊⼈ ⽯井 茂則

井⽥ 憲男 ⾵神 充宏 井坂 直樹 寺内 賢治

⽔⾕ 友哉 神農 真⼀郎 森 秀吉 ⽊⽥ 正彦

⽔落 貴⼤ 荒⽊ 嘉⼀ 加納 悟史 ⻘⼭ 禎達

2 7:38
関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会⼀軍 ⼤⼭アークカントリークラブ・浪漫⾶⾏

3 7:46
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・⽇本のへそ 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

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:30
泉ヶ丘カントリークラブ・IZ 賀茂カントリークラブ・チーム Come on!

6 8:10
リージャスクレストゴルフクラブ・リージャスクレストB ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ・チーム藤⽊

7 8:18
⼤阪ゴルフクラブ・あばれ⾺ 春⽇井カントリークラブ・アベンジャーズ4

4 7:54
広島紅葉カントリークラブ・⽶⽶CLUB ⾼室池ゴルフ倶楽部・⾼室池チームエックス

5 8:02
東城陽ゴルフ倶楽部・HJG ⼤阪ゴルフクラブ・チーム エンジェル

10 8:42
セントクリークゴルフクラブ・Team セントクリーク 朽⽊ゴルフ倶楽部・クツクツボウシ

11 8:58
ローレル⽇⽥カントリークラブ・PRESIDENT 笠岡カントリー倶楽部・笠岡カントリークラブ TEAM D

8 8:26
滋賀カントリー倶楽部・TEAM SHIGA CC 鷹の巣ゴルフクラブ・鷹の巣シニア〜ズ

9 8:34
茨⽊国際ゴルフ倶楽部・チーム ジャイアン タラオカントリークラブ・多羅尾⼈

14 9:22
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ・ラブイズオーヴァー 笠岡カントリー倶楽部・チーム笠岡

15 9:30
鳴尾ゴルフ倶楽部・TEAM幸助2023 奈良国際ゴルフクラブ・B＆B

12 9:06
滝野カントリークラブ・チーム滝野 東名古屋カントリークラブ・チーム東名古屋

13 9:14
ライオンズゴルフ倶楽部・TEAMライオンズ 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

18 9:54
ベル・グリーンカントリークラブ・しんぞーと愉快なシャンク軍団 ⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺NO1

19 10:02
国⽊原ゴルフ倶楽部・FKボーイズ 泉佐野カントリークラブ・チーム サノカン

16 9:38
芸南カントリークラブ・広島じゃけん芸南B レイクグリーンゴルフ倶楽部・レイクグリーンゴルフ倶楽部

17 9:46
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ・センチュリーシガ 信楽カントリー倶楽部・チーム凡楽

20 10:10
スリーレイクスカントリークラブ・ヤンチャーズ 名張カントリークラブ・MKスリー

21 10:18
福岡サンレイクゴルフ倶楽部・クマさんと仲間たち 名張カントリークラブ・MKスリー



〔インコース〕 ⻄⽇本地区決勝／東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

炭⾕ 浩之 三藤 和明 新宮 正識 増井 慶次

左近 哲也 ⻑岡 正博 徳⽥ 照夫 稲村 治年

嶋津 良 髙瀬 直⼈ ⿊澤 正之 宮崎 冬詩

紀藤 輝圭 ⻄村 良祐 菅家 健⼆郎 堀江 博⾏

⼩⻄ 拓郎 前⽥ 修作 ⾚⼭ 正⼰ 上市 泰司

⼤道 義明 森川 ⼤輔 鶴留 昭⼈ 五⼗森  達哉

⼤野 泰⽣ 雑賀 郁⽣ 伊藤 紘⼀ 武陵 守利

鍋島 万⼈ 森⽥ 敏裕 鈴⽊ 美秀 ⻄本 健兒

⾚松 理充 ⽊本 登⾨ 内藤 修志 古岡 弘吉

本多 秀明 廣⽥ 和也 ⼭下 等 北村 久⼈

江藤 翼 三苫 ⼈ 花咲正志 ⾦⼄ 雅美

濱岡 伸成 ⾼⽥ 弘司 ⼩原 景 ⼟井 健太郎

⼤⼭ 碩済 堀⼝ 典弘 榧⽊ 賀隆 奥 拓也

中野 好也 ⼭路 浩恭 畑本 太 関 皐太

⼩松 範⾏ 福本 賀範 ⼤仲 桃恵 浦本 佳則

野地 英之 林 健太郎 関⼝ 健⼀郎 上平 幸男

⽊⼾⼝ 義明 南 英之 濱野 哲⾏ ⻄川 泰永

福本 哲 橋本 晋三 ⽔畑 伊知郎 村上 浩⼀

細野 泰弘 坂本 浩規 森元 正⼆ 紀伊埜本 馨

平沼 宏康 ⽮⼝ 厚秀 久間 敏弘 ⼭下 哲史

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:46
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部・⽇本のへそ 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 7:54
広島紅葉カントリークラブ・⽶⽶CLUB ⾼室池ゴルフ倶楽部・⾼室池チームエックス

1 7:30
泉ヶ丘カントリークラブ・IZ 賀茂カントリークラブ・チーム Come on!

2 7:38
関空クラシックゴルフ倶楽部・仲砂会⼀軍 ⼤⼭アークカントリークラブ・浪漫⾶⾏

7 8:18
⼤阪ゴルフクラブ・あばれ⾺ 春⽇井カントリークラブ・アベンジャーズ4

8 8:26
滋賀カントリー倶楽部・TEAM SHIGA CC 鷹の巣ゴルフクラブ・鷹の巣シニア〜ズ

5 8:02
東城陽ゴルフ倶楽部・HJG ⼤阪ゴルフクラブ・チーム エンジェル

6 8:10
リージャスクレストゴルフクラブ・リージャスクレストB ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ・チーム藤⽊

11 8:58
ローレル⽇⽥カントリークラブ・PRESIDENT 笠岡カントリー倶楽部・笠岡カントリークラブ TEAM D

12 9:06
滝野カントリークラブ・チーム滝野 東名古屋カントリークラブ・チーム東名古屋

9 8:34
茨⽊国際ゴルフ倶楽部・チーム ジャイアン タラオカントリークラブ・多羅尾⼈

10 8:42
セントクリークゴルフクラブ・Team セントクリーク 朽⽊ゴルフ倶楽部・クツクツボウシ

芸南カントリークラブ・広島じゃけん芸南B レイクグリーンゴルフ倶楽部・レイクグリーンゴルフ倶楽部

13 9:14
ライオンズゴルフ倶楽部・TEAMライオンズ 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 9:22
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ・ラブイズオーヴァー 笠岡カントリー倶楽部・チーム笠岡

19 10:02
国⽊原ゴルフ倶楽部・FKボーイズ 泉佐野カントリークラブ・チーム サノカン

20 10:10
スリーレイクスカントリークラブ・ヤンチャーズ 福岡サンレイクゴルフ倶楽部・クマさんと仲間たち

17 9:46
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ・センチュリーシガ 信楽カントリー倶楽部・チーム凡楽

18 9:54
ベル・グリーンカントリークラブ・しんぞーと愉快なシャンク軍団 ⽩鷺ゴルフクラブ・チーム⽩鷺NO1

15 9:30
鳴尾ゴルフ倶楽部・TEAM幸助2023 奈良国際ゴルフクラブ・B＆B

16 9:38


