
関⻄B地区予選 2021.10.26
北→東コース 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

センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 尾⼦ ⾼史 笠嶋 直樹 今井 晃⼀ ⽊⼾⼝ 義明
センチュリーシガ 76 75 97 76

滝野カントリー倶楽部 森 洋⼀ 笹原 和也 濱岡 伸成 ⾼⽥ 弘司
チーム滝野 85 91 75 70
COCOPA RESORT CLUB 三重⽩⼭ゴルフコース ⽥中 賢吾 植村 浩和 ⻑⾕川 実 ⼤⻄ 潤
KAKUEI 72 85 80 82
泉佐野カントリークラブ 井坂 直樹 寺内 賢治 森元 正⼆ 紀伊埜本 馨
チーム サノカン 76 81 84 79
サンロイヤルゴルフクラブ 福岡 史剛 吉⽥ 剛 野村 茂 明⽯ 俊治
サンロ会 83 70 84 89
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ ⽥原 ⼤志 ⾓井 和頼 ⽥中 繁⾏ 野⽥ 雅司
センチュリーB 87 75 82 82

北神⼾ゴルフ場 ⼭本 才浩 岩本 秀⼀ 末原 健 濱 ⽇出夫
チーム北神⼾ 76 85 78 89
近江カントリー倶楽部 三宅 寛穂 井⽥ 喜之 ⿊⽥ 恭⽣ 堅⽥ 雄介
チーム GO 豪 GO 74 82 87 90
泉ヶ丘カントリークラブ 中野 勇太郎 ⼩城 達司 炭⾕ 浩之 三藤 和明
⼩城組 78 89 92 77
COCOPA RESORT CLUB ⽩⼭ヴィレッジゴルフコース 平井 和浩 ⼭路 美津夫 ⻑島 武司 川⼝ 清⼤
カツオ 95 86 78 80
株式会社ロク総合設備 鈴⽊ 健司 ⿅⾕ 洋三 上辻 徹⾝ 中川 正成
徹洋正健 90 89 82 76
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
頂上作戦 81 85 83 88
近江カントリー倶楽部 熊⽥ 貴之 北⼭ 明 酒井 暁隆 甲斐 慎⼆
3K'S 94 83 81 85
奈良柳⽣カントリークラブ 北江 彰浩 重藤 栄⼀ 浦島 善⺠ 佐⽵ 仁志
⿊ちゃん 92 86 83 84
ディアーパークゴルフクラブ 増⽥ 昭彦 ⽻坂 俊宣 中村 ⼤蔵 梶本 純司
DP若⿅会 84 93 88 82
阿⼭カンツリー倶楽部 ⽥中 規仁 ⼭本 祥史 塚脇 和典 岡村 和也
Team T.T.Y.O 89 80 88 88
奈良柳⽣カントリークラブ 上杉 公⼀ 岩本 明久 中⽥ 寛 松⽥ 雄⼀郎
仲多会 86 87 83 96
信楽カントリー倶楽部 神⽥ 雅⼠ ⽯川 ⼀弘 ⻄原 ⻯太郎 ⼭中 基裕
チームドンチッチ 83 78 98 96
COCOPA RESORT CLUB 三重フェニックスゴルフコース 伊藤 喜孝 池上 英麿 ⿊澤 正之 ⼤⻄ 誠
英麿 85 95 87 86
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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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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



ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 川勝 隆之 吉川 靖師 澤⽥ 達也 辻本 陽介
チームゴールデン 95 86 93 83
⼩野グランドカントリークラブ 湯川 直⼈ ⼭﨑 寿⼀ ⼤橋 幸司 ⾐笠 朋⽂
42年会 88 84 107 92

〔条件〕
コース：6,867yards（Par72）
天候：晴れ、北東の⾵（1m）
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