
関⻄A地区予選 2021.9.25
⼩野東洋ゴルフ倶楽部

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
⼭陽ゴルフ倶楽部 同前 拓資 岡本 隆史 ⾦光 洋⼆ 平⽥ 裕⼆
チーム⼭陽 74 83 76 85

名張カントリークラブ 森 秀吉 北浦 幸彦 ⽊⽥ 正彦 加納 悟史
MKスリー 83 91 72 79
⼩野ゴルフ倶楽部 樫本 晋作 阿部 ⽂彦 井村 親季 ⼩林 ⼤祐
HG 76 81 82 80
有⾺ロイヤルゴルフクラブ ⾼橋 徹 早⽥ 直樹 森 幸裕 ⽯⼝ 勝治
有⾺ロイヤル チーム＊さくら＊ 77 84 94 77
レイクフォレストリゾート 寺岡 俊宏 波床 隆 宮本 敏幸 服部 恭尚
レイクG4W 80 87 73 86

芸南カントリークラブ ⼭⼝ 英賢 植⽥ 彰 林 健太郎 梅本 鉄兵
広島じゃけん芸南A 87 84 79 78
オリムピックゴルフ倶楽部 ⽥邉 鉄雄 加⼭ 昌志 元⽣ 克久 ⽚嶋 ⼤将
HACH 82 77 85 85
三⽊よかわカントリークラブ ⼤東 重則 三村 ⽂利 松尾 正和 岩崎 正晃
チームよかよかTeam1 87 87 83 77
かさぎゴルフ倶楽部 ⻑屋 英幸 久保⽥ 泰⽣ ⽵島 克全 上杉 知裕
かさぎーず 85 82 84 82
芸南カントリークラブ 廣津 元基 ⽥原 真⼀郎 野地 英之 ⼭崎 聡之
広島じゃけん芸南B 79 82 88 87
⼤阪ゴルフクラブ 桑原 克⽂ 流川 博⽂ ⾚⼭ 正⼰ 上市 恭司
⼤阪ゴルフクラブ TEAMS.old B 84 90 81 84
⼤阪ゴルフクラブ ⽊下 吉隆 中圖 基晴 葛本 晴久 坂本 栄治
⼤阪ゴルフクラブ TEAMS.old A 83 85 83 91
伏尾ゴルフ倶楽部 鈴⽊ 渉 ⽚桐 公秀 ⻄岡 慎⼆ ⻄川 雅裕
伏尾道場 100 78 NR 75
⽊津川カントリークラブ 橋下 裕亮 喜島 宏勝 平賀 太 吉⽥ 勝彦
⽔曜倶楽部 88 83 85 90
関空クラシックゴルフ倶楽部 上野 恒義 中務 稔也 松野 彰英 辻野 智⼠
仲砂会幹部 94 94 87 76
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 松本 昌⼈ ⽵原 健児 ⾼井 英昭 ⽯⽥ 亮⼆
チーム ゴールデン 83 95 91 86
デイリー信楽カントリー倶楽部 中井 孝次 嶽 健治 中川 ⼀也 ⽥中 千進
万遊会 91 105 96 91
六甲カントリー倶楽部 笹川 廣和 平尾 元宏 ⽥原 憲⼀ ⽕伏 俊之
HARD ROCKʼO AMAZAKE 101 111 95 109

〔条件〕
コース：6,742yards（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／2022.3.26 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ）へ進出が決定

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
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