
2017.11.3

南⼭山カントリークラブ

〔 　アウトコース 　〕 中部地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

飯⽥田  恭市 加藤  庄⼀一 藤  浩⼀一 松⽥田  良良鷹

野々部  良良 村上  恒仁 三嶋  祥昌 久⽶米  洋平

⽥田中  彰 東野  隼太 城  伸起 ⾦金金⼦子  昊正

⽻羽吉  正勝 森  ⼤大樹 ⼤大橋  誠 蜷川  裕⼀一

藤井  広⽂文 飼沼  延浩 森  秀吉 北北浦  幸彦

森  好治 豊⽥田  保則 児島  達之 恩⽥田  享之

伊藤  昌司 廣瀬  和義 ⼩小澤  ⼀一夫 ⼩小出  悠

⻘青⼭山  圭太 平松  正寛 広岡  ⾠辰辰也 梶⽥田  ⼤大策

星野  良良博 加藤  英樹 ⼤大場  政光 久保  隆司

荒川  義治 笠笠原  義也 徳⽥田  誠 井上  博⾏行行

伊藤  美喜夫 下家  好浩 ⼯工藤  悦男 村⽥田  光伸

⼟土井  健太郎郎 服部  豪之 河守  計俊 岩ヶ⾕谷  耕司

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:18
スリーレイクスカントリークラブ・チーム  スリ－レイクス ⽇日本ラインゴルフクラブ・チームライン

4 7:39
ライオンズゴルフ倶楽部・ライオンズチームB デイリー瑞浪浪カントリー倶楽部・チームデイリー

5 7:46
桑名カントリー倶楽部・HINS（ハインズ） 名張カントリークラブ・MKスリー

2 7:25
美濃関カントリークラブ・チーム美濃関 ゴルフ倶楽部⼤大樹  旭コース・チーム旭

3 7:32
⼭山代ゴルフ倶楽部・⼭山代ゴルフ倶楽部 桑名国際ゴルフ倶楽部・桑名国際GC

8 8:07
中⽇日カントリークラブ・Team  ミドリゴルフ 株式会社⽇日⽴立立システムズ・Daluma

9 8:14
平尾カントリークラブ・平尾CC 株式会社東海理理化・TEAM  MIURA

6 7:53
南⼭山カントリークラブ・南⼭山シニアファイターズ 春⽇日井カントリークラブ・チーム春⽇日井

7 8:00
⽝犬⼭山カンツリー倶楽部・ドッグス 宗和⼯工業株式会社・チームSOUWA

12 8:35
東名古屋カントリークラブ・東名古屋C.C. 静岡カントリー島⽥田ゴルフコース・島⽥田46会

10 8:21
掛川グリーンヒルカントリークラブ・カケグリ トヨタ⾃自動⾞車車株式会社・チーム  プリウス

11 8:28
福井国際カントリークラブ・チームPちゃん 静岡カントリー島⽥田ゴルフコース・島⽥田46会



2017.11.3

南⼭山カントリークラブ

〔 　インコース 　〕 中部地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

早川  直希 杉本  拓拓 杉浦  茂樹 松⼭山  ⾩阜司

佐藤  義武 ⼩小酒井  克英 岡⽥田  俊 ⼭山下  幸太朗

⻄西出  茂 岡⽥田  智博 飯⽥田  修 今村  登

深⾕谷  ⾼高義 ⾼高橋  東守 永⽥田  智靖 早川  隆⾏行行

磯部  伊知郎郎 神農  竣以知 ⽊木⽥田  正彦 加納  悟史

神野  勝美 鈴鈴⽊木  武正 伊藤  勇次 髙⽊木  昭英

阿部  穣 佐藤  裕仁 則⽵竹  三⽃斗史 ⼩小林林  義直

森  俊博 ⼤大澤  芳⺒巳 佐々⽊木  ⿓龍龍治 髙桑  恒

来⼭山  健⼀一 ⼭山⼝口  耕⼆二 鈴鈴⽊木  康友 ⼩小沢  孝貴

広野  正樹 神⾕谷  昌宏 有井  公 有賀  清四郎郎

⽵竹⽥田  直樹 定成  伸宏 ⼩小原  景 鈴鈴⽊木  智⼤大

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:18
スリーレイクスカントリークラブ・チーム  スリ－レイクス ⽇日本ラインゴルフクラブ・チームライン

4 7:39
ライオンズゴルフ倶楽部・ライオンズチームB デイリー瑞浪浪カントリー倶楽部・チームデイリー

5 7:46
桑名カントリー倶楽部・HINS（ハインズ） 名張カントリークラブ・MKスリー

2 7:25
美濃関カントリークラブ・チーム美濃関 ゴルフ倶楽部⼤大樹  旭コース・チーム旭

3 7:32
⼭山代ゴルフ倶楽部・⼭山代ゴルフ倶楽部 桑名国際ゴルフ倶楽部・桑名国際GC

8 8:07
中⽇日カントリークラブ・Team  ミドリゴルフ 株式会社⽇日⽴立立システムズ・Daluma

9 8:14
平尾カントリークラブ・平尾CC 株式会社東海理理化・TEAM  MIURA

6 7:53
南⼭山カントリークラブ・南⼭山シニアファイターズ 春⽇日井カントリークラブ・チーム春⽇日井

7 8:00
⽝犬⼭山カンツリー倶楽部・ドッグス 宗和⼯工業株式会社・チームSOUWA

10 8:21
掛川グリーンヒルカントリークラブ・カケグリ トヨタ⾃自動⾞車車株式会社・チーム  プリウス

11 8:28
福井国際カントリークラブ・チームPちゃん 東名古屋カントリークラブ・東名古屋C.C.



※競技当⽇日、⽋欠席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更更になる場合があります。

⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権

競技委員⻑⾧長 　豊島  豊

〔  受付開始  〕 6時00分

※ご案内のスタート時間（40分前）までにご来場、受付をお済ませ下さい。

〔  緊急連絡先  〕 運営本部  080-‐‑‒6578-‐‑‒1414（⼤大会事務局の受付時間外及び競技当⽇日の連絡先）


