
関⻄E地区予選 2022.11.29
美奈⽊ゴルフ倶楽部

No 所属名／チーム名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 チームスコア
センコー株式会社 都 和⾺ ⼭崎 有輝 伊達 真⼀  
センコー株式会社 78 80 84  

国⽊原ゴルフ倶楽部 井⽥ 憲男 ⾵神 充宏 細野 泰弘 坂本 浩規
FKボーイズ 94 80 84 79
奈良国際ゴルフクラブ 藤井 将彦 本澤 克教 ⼤仲 桃恵 浦本 佳則
B＆B 87 76 90 81
泉ヶ丘カントリークラブ 中野 勇太郎 葛城 宗⼈ 炭⾕ 浩之 三藤 和明
IZ 84 78 84 89
タラオカントリークラブ 中野 寿男 萩原 健司 内藤 修志 松嶋 剛
多羅尾⼈ 93 77 85 84
⼤阪ゴルフクラブ ⽊下 吉隆 中圖 基晴 ⼤野 泰⽣ 雑賀 郁⽣
あばれ⾺ 87 82 80 90
東城陽ゴルフ倶楽部 豊⼭ 清太郎 伊藤 淳⼆ ⽔嶋 和彦 前⽥ 修作
ＨＪＧ 90 81 81 87

ワールドカントリーゴルフクラブ 中岡 和則 河合 ⼀隆 藤⼭ ⼀樹 中薗 友和
Family_7 82 90 82 88
国⽊原ゴルフ倶楽部 ⼤和久 郁夫 ⾕⼝ 博昭 丸⼭ 雅規 前川 政広
チームM 89 93 85 78
錦⼭カントリークラブ ⼩⾕ 英樹 野中 浩⼆ 野中 敏晴 野瀬 正秀
錦⼭カントリークラブ 83 94 82 87
交野カントリー倶楽部 河本 賢⼀ 佐々⽊ 隆⾏ ⻲井 泰尚 野⽥ 健治
チ－ムYEG 87 85 81 87
⽚⼭津ゴルフ倶楽部 尾⼦ ⾼史 上⽥ 秀寿 笠嶋 直樹 中村 廣
⽚⼭津会 91 86 82 85
滝野カントリークラブ 加藤 時彦 ⽔落 翔 ⼭下 恭平 ⽥中 正治
武庫の台A 82 90 94 81
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 ⽥中 雅登 渡邊 慎弥 ⼆宮 弘⼀ 瀬川 忠弘
ゴールデンリトルリバー 82 91 86 87
三⽥レークサイドカントリークラブ 宮本 正智 秋⼭ 直⼤ 濵⼝ 晃 保⽊ 孝也
チーム スリーレイク 91 89 84 88
⼤阪ゴルフクラブ 河内屋 英 南 忠⼤ 根来 篤  
泉州兄弟 92 82 87  
奈良ロイヤルゴルフクラブ 杉本 尚⻫ 瀧野 ⽂晴 ⼤⼭ ⼀平 澤江 太郎
仲良し3パット仲間 102 90 81 94
⾼室池ゴルフ倶楽部 丸⼭ 浩司 ⾕本 康成 久保 賢祐 南 順也
TEAM KENSUKE 87 92 90 104
アートレイクゴルフ倶楽部 和島 勝也 ⽵⽥ 天⼼ 横⽊ 伸 辻村 易之
シリコンバレー 90 99 88 95
美奈⽊ゴルフ倶楽部 ⽣尾 雅美 松本 浩直 吉⽥ 博史 佐藤 隆⼀郎
美奈美味会年少組 103 91 87 102
有⾺ロイヤルゴルフクラブ 橋崎 拓哉 ⾼島 保 村上 桂太 ⾜⽴ 久登
有⾺チェンマイクラブ 91 106 86 105
美奈⽊ゴルフ倶楽部 ⾒野 ⽐左夫 原 勝郎 松本 泰則 智多 昌志
美奈美味会年⻑組 97 103 106 88

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2022.3.25 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ）へ進出が決定
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2023.5.3 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定
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〔条件〕
コース︓6,814yards（Par72）
天候︓⾬、北東の⾵（3m）


