
中部地区予選 2017.11.3
南⼭山カントリークラブ

No 企業名／チーム名 選⼿手名 選⼿手名 選⼿手名 選⼿手名 チームスコア
桑名カントリー倶楽部 藤井  広⽂文 飼沼  延浩 磯部  伊知郎郎 神農  竣以知
HINS（ハインズ） 74 89 75 79

東名古屋カントリークラブ ⼟土井  健太郎郎 服部  豪之 ⼩小原  景 鈴鈴⽊木  智⼤大
東名古屋C.C. 75 81 78 78
平尾カントリークラブ 星野  良良博 加藤  英樹 来⼭山  健⼀一 ⼭山⼝口  耕⼆二
平尾CC 72 82 80 81
⽇日本ラインゴルフクラブ 藤  浩⼀一 松⽥田  良良鷹 杉浦  茂樹 松⼭山  ⾩阜司
チームライン 81 89 78 79
中⽇日カントリークラブ ⻘青⼭山  圭太 平松  正寛 森  俊博 ⼤大澤  芳⺒巳
Team  ミドリゴルフ 86 78 80 85
春⽇日井カントリークラブ 児島  達之 恩⽥田  享之 伊藤  勇次 ⾼高⽊木  昭英
チーム春⽇日井 76 84 83 90
福井国際カントリークラブ 伊藤  美喜夫 下家  好浩 ⽵竹⽥田  直樹 定成  伸宏
チームPちゃん 80 95 83 80

株式会社東海理理化 ⼤大場  政光 久保  隆司 鈴鈴⽊木  康友 ⼩小沢  孝貴
TEAM  MIURA 87 85 80 79
ライオンズゴルフ倶楽部 ⽻羽吉  正勝 森  ⼤大樹 深⾕谷  ⾼高義 ⾼高橋  東守
ライオンズチームB 78 89 78 88
スリーレイクスカントリークラブ 服部  貞男 加藤  庄⼀一 早川  直希 杉本  拓拓
チーム  スリ−レイクス 86 93 75 83
⽝犬⼭山カンツリー倶楽部 伊藤  昌司 廣瀬  和義 阿部  穣 佐藤  裕仁
ドッグス 83 81 81 84
名張カントリークラブ 森  秀吉 北北浦  幸彦 ⽊木⽥田  正彦 加納  悟史
MKスリー 82 95 81 82
南⼭山カントリークラブ 森  好治 豊⽥田  保則 神野  勝美 鈴鈴⽊木  武正
南⼭山シニアファイターズ 79 85 85 83
掛川グリーンヒルカントリークラブ 荒川  義治 笠笠原  義也 広野  正樹 神⾕谷  昌宏
カケグリ 85 79 85 85
デイリー瑞浪浪カントリー倶楽部 ⼤大橋  誠 蜷川  裕⼀一 永⽥田  智靖 早川  隆⾏行行
チームデイリー 82 88 92 81
⼭山代ゴルフ倶楽部 ⽥田中  彰 東野  隼太 ⻄西出  茂 岡⽥田  智博
⼭山代ゴルフ倶楽部 81 86 93 86
桑名国際ゴルフ倶楽部新⽇日本観光株式会社 城  伸起 ⾦金金⼦子  昊正 飯⽥田  修 今村  登
桑名国際GC 88 95 85 87
美濃関カントリークラブ 野々部  良良 村上  恒仁 佐藤  義武 ⼩小酒井  克英
チーム美濃関 91 85 84 98
ゴルフ倶楽部⼤大樹  旭コース 三嶋  祥昌 久⽶米  洋平 岡⽥田  俊 ⼭山下  幸太朗
チーム旭 87 83 103 92
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以上、第4回  ⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権（全国決勝競技／2018.5.4  ⾼高室池ゴルフ俱楽部）へ進出が決定
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以上、⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権（⻄西⽇日本地区決勝／2018.3.17  東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ）へ進出が決定



静岡カントリー島⽥田ゴルフコース ⼯工藤  悦男 ⼭山本  暁也 河守  計俊 岩ヶ⾕谷  耕司
島⽥田46会 92 99 82 91
トヨタ⾃自動⾞車車株式会社 徳⽥田  誠 井上  博⾏行行 有井  公 有賀  清四郎郎
チーム  プリウス 92 99 85 89
株式会社⽇日⽴立立システムズ 広岡  ⾠辰辰也 梶⽥田  ⼤大策 佐々⽊木  ⿓龍龍治 ⾼高桑  恒
Daluma 97 95 92 86
宗和⼯工業株式会社 ⼩小澤  ⼀一夫 ⼩小出  悠 則⽵竹  三⽃斗史 ⼩小林林  義直
チームSOUWA 77 96 117 106

〔条件〕
コース：6,866yards（Par72）
天候：晴れ、北北⻄西の⾵風（2m）
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