
関⻄B地区予選 2022.10.27
信楽カントリー倶楽部・杉⼭コース

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
双鈴ゴルフクラブ 中島 良彦 ⾼⽊ 幸雄 安井 滋 岡⽥ 浩敬
ラオウ軍団 78 79 72 84

センチュリー・シガ・ゴルフクラブ ⽥中 繁⾏ 野⽥ 雅司 ⽊⼾⼝ 義明 南 英之
センチュリーシガ 79 74 82 79
ライオンズゴルフ倶楽部 阪野 智久 若杉 孝志 ⼤⼭ 碩済 堀⼝ 典弘
TEAMライオンズ 78 82 85 72
朽⽊ゴルフ倶楽部 ⼭下 等 北村 久⼈ ⾕内 祥吾 松井 幸男
クツクツボウシ 78 81 75 80
滋賀カントリー倶楽部 吉積 知典 鍋島 万⼈ 森⽥ 浩⼆ 森⽥ 敏裕
TEAM SHIGA CC 79 76 91 80
⼤阪ゴルフクラブ ⼩池 康之 向吉 浩太朗 ⾚⼭ 正⼰ 上市 恭司
チーム エンジェル 79 81 77 83
COCOPA RESORT CLUB 三重フェニックスゴルフコース 伊藤 喜孝 ⽚岡 茂樹 ⿊澤 正之 宮崎 冬詩
三重フェニックス 87 73 86 79

ザ・カントリークラブ 村⽥ 靖司 礒井 昭太 ⻄⼭ 学 坂東 雅樹
team spirits 74 89 79 87
かさぎゴルフ倶楽部 久保⽥ 泰⽣ ⽥中 ⼤⼀ 上杉 知裕 梅林 豪
チーム かさぎっス 76 82 87 84
ジャパンクラシックカントリー倶楽部 ⽊下 晶夫 安⽥ 康輔 名須川 勝幸 近藤 稔
チーム⽊下 82 79 90 83
宇治⽥原カントリー倶楽部 鈴⽊ 健司 ⼤薗 俊夫 橋本 邦⼤ 宇野 孝⼆
⼤阪 84 84 94 77
朽⽊ゴルフ倶楽部 川上 哲⼆ 福家 広之 ⻄村 亨 ⿅俣 義春
くつくつぼうし 89 80 84 82
阿⼭カンツリー倶楽部 ⼭本 祥史 堀 善成 塚脇 和典 ⻄⽥ 新吾
阿⼭カンツリー倶楽部 89 79 92 79
近江カントリー倶楽部 熊⽥ 貴之 北⼭ 明 酒井 暁隆 牧野 繁蔵
3KS 84 81 95 82
春⽇台カントリークラブ 平本 晃⼀ 宮野 宝 緒⽅ 克章 鎌倉 ⼤
帰りは餃⼦ゴルフクラブ 76 85 89 88
⻘⼭台ゴルフ倶楽部 ⻄⽥ 佳弘 鵜⾜ ⼀義 平⽥ 弘樹 保⽥ 吉則
⻘⼭ちょろいーず 91 79 87 83
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
仲良しゴルフ仲間 92 86 85 79
ジャパンクラシックカントリー倶楽部 ⼤⾕ 奏 遠藤 嘉昭 熊野 憲 ⼭本 佳彦
Team JACK×2 86 83 83 93
宇治⽥原カントリー倶楽部 蓮尾 耕司 神農 洋⼀ 巖 鉄也 久保 京⼀郎
京都 84 80 88 95
近江カントリー倶楽部 三宅 寛穂 ⿊⽥ 恭⽣ 堅⽥ 雄介 井⽥ 喜之
焼⾁ホタル 82 93 84 94
ザ・カントリークラブ 浅⽥ 佳邦 瀬川 純 冨⽥ 利明 千阪 茂
チーム ニート・ドクターズ 87 84 92 89

〔条件〕
コース︓6,850yards（Par72）
天候︓晴れ、北東の⾵（2m）

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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