
関⻄D地区予選 2021.11.6
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
倉敷カントリー倶楽部 幡司 道⼠哉 辺⾒ 瑞⼀郎 ⽊村 紀代志 上⽥ 昌志
倉敷カントリーズ 77 71 81 96

武庫ノ台ゴルフコース 加藤 時彦 池⽥ 直 ⼭下 恭平 ⽥中 正治
武庫の台A 74 83 77 90
奈良国際ゴルフ倶楽部 藤井 将彦 浦本 佳則 本澤 克教 ⼤仲 桃恵
奈良国際Aチーム 80 74 81 89
きさいちカントリークラブ 森住 公紀 ⻑屋 健 武⽥ 守弘 東川 貴俊
きさいちccからやってきました 85 76 77 91
オリムピックゴルフ倶楽部 ⽊原 敏夫 仲上 典⾂ ⽔野 雅夫 源野 英輝
チーム ナミゲキ 78 84 83 78
武庫ノ台ゴルフコース 福本 徹 中野 耕治 三野宮 秀男 喜⽥ 徹
武庫ノ台 77 88 80 83

有⾺ロイヤルゴルフクラブ 梅村 剛史 平⼭ ⼤介 平⼭ ⿓⼀ 鈴⽊ 雅博
有⾺ロイヤル チームZ 83 93 81 77
国⽊原ゴルフ倶楽部 丸⼭ 雅規 前川 政広 ⼤和久 郁夫 ⾕⼝ 博昭
チームOSM 85 76 82 85
⼤阪ゴルフクラブ ⾚⼭ 正⼰ 上市 恭司 葛本 晴久 坂本 栄治
チーム イップス 75 86 84 87
京都ゴルフ倶楽部 熊⾕ 久志 今村 晴⾏ ⽊下 博史 渡邉 和隆
チーム まんざら 81 87 83 82
⼤阪ゴルフクラブ 南 忠⼤ 重⾥ ⼀⽂ 河内屋 英 根来 篤
⼤阪ゴルフクラブ TEAMS.NEW 75 91 86 85
デイリー信楽カントリー倶楽部 中地 将司 中川 澄夫 ⻄村 耕⼀ 吉岡 勝弘
3.3.5.6隊 80 86 86 91
⻘⼭台ゴルフ倶楽部 ⻄⽥ 佳弘 橋本 ⼀秀 原⽥ 靖 鵜⾜ ⼀義
⻘⼭ちょろいーず 87 80 88 86
国⽊原ゴルフ倶楽部 井⽥ 憲男 細野 泰弘 ⾵神 充宏 坂本 浩規
FKボーイズ 85 88 84 84
泉南カンツリークラブ 杉本 幸⼀ 冨⽥ 秀⼀ 柿花 泰之 中⾕ ⾠男
泉南カンツリーチームA 83 90 80 97
オークモントゴルフクラブ 向井 順⼀郎 ⽯川 慎⼀郎 眞銅 孝安 ⽵中 博
Mi 2 93 79 91 84
猪名川国際カントリークラブ 川上 聡 新⽥ 裕⼀ 吉⽥ 宙永 岸本 毅
Team INAKOKU 86 95 89 83
三⽊よかわカントリークラブ ⻄⼭ 英⼆ 北浦 佑亮 岡⽥ 正和 ⼭永 克彦
チームよかよかTeam2 93 78 87 102
関⻄ゴルフ倶楽部 ⼭崎 征⾏ 川⼝ 研司 浅沼 久敏 今村 康⼈
関⻄ゴルフ倶楽部 チームC 85 89 92 94

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2022.5.3 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2022.3.26 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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三⽥レークサイドカントリークラブ 秋⼭ 直⼤ 天良 正⽂ 宮本 正智 神崎 隆史
チーム スリーレイク 92 88 95 87
⼤阪ゴルフクラブ 中圖 基晴 桑原 克⽂ ⼩林 公成 流川 博⽂
チーム シャンク 93 90 94 85
関⻄ゴルフ倶楽部 橋本 好充 ⽥中 良親 ⾼野 満 ⼭下 雄介
関⻄ゴルフ倶楽部 チームB 92 90 98 90

〔条件〕
コース：6,720yards（Par72）
天候：⾬のち曇り、北北東の⾵（2m）
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