
中部地区予選 2018.11.10
東名古屋カントリークラブ・東コース

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
ライオンズゴルフ倶楽部 阪野 智久 ⼭村 憲⼈ ⼤⼭ 碩済 堀⼝ 典弘
ラスベガス 74 77 77 77

桑名カントリー倶楽部 藤井 広⽂ ⽟⼭ 博康 磯部 伊知郎 神農 竣以知
ドンガバチョ 79 87 75 76
東名古屋カントリークラブ ⼟井 健太郎 ⼩原 景 鈴⽊ 智⼤ 0
チームケイチャンズ 77 75 83 __
グレイスヒルズカントリー倶楽部 ⽊村 洋 中根 丈嘉 中村 昌嗣 ⾈⼭ 義則
グレイスヒルズA 76 85 88 78
関ヶ原カントリークラブ ⽇⽐野 敬 ⽵中 康英 伊藤 功⺒ 上⽥ 崇宏
ダブルイーグル 84 80 79 82
スリーレイクスカントリークラブ 杉本 拓 早川 直希 調所 寛 伊藤 公介
スギタクカントリー 83 77 88 82
⽇本ラインゴルフ倶楽部 松⼭ ⾩司 寺澤 和也 杉浦 茂樹 藤 浩⼀
チーム輩 80 89 80 82
三好カントリー倶楽部 福岡 逸⼈ 関⾕ 健夫 ⼟⽅ 邦裕 0
MIYOSHI 78 80 84 __
富⼠OGMゴルフクラブ 尾⼦ ⾼史 ⽚岡 茂樹 ⻑島 武司 平井 和浩
チーム⼤鷲 81 76 87 94

CRC⽩⼭ヴィレッジゴルフコース ⽯川 浩司 村⽥ 靖司 川⼝ 清⼤ ⼭路 美津夫
558320 95 76 85 83
東名古屋カントリークラブ 加納 康史 ⽥添 裕康 深川 雅央 荒⽊ 彰崇
デビルマン 81 85 84 80
ゴルフクラブ ツインフィールズ 伊藤 美喜夫 中村 利司 元野 博之 中⻄ 仁
ツイン×2 89 87 78 81
ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース 久⽶ 洋平 ⼭下 幸太郎 三嶋 祥昌 國松 朋彦
TEAM-旭 85 86 83 81
グレイスヒルズカントリー倶楽部 岩崎 広範 ⼾⽥ 真義 神⽥ 将克 ⼭下 耕司
グレイスB 86 77 86 88
貞宝カントリークラブ ⼭⽥ 忠和 ⼩出 直哉 ⼩野 裕次郎 岡⽥ 謙太
チームテイホウ 84 83 85 84
⽝⼭カンツリークラブ 廣瀬 和義 ⻑⾕川 和徳 阿部 穣 佐藤 裕仁
ドッグス 86 88 88 77
四⽇市カンツリー倶楽部 ⽵内 祐彦 ⼭本 敦 樋⼝ 和⼤ ⾼⽥ 裕晃
Y-IN-HYⅡT 85 85 83 84
岐⾩関カントリー倶楽部 須甲 修介 ⾅井 冬樹 太⽥ 博 櫻井 直彦
カーム軍団 84 85 103 86
中⽇カントリークラブ ⻘⼭ 圭太 平松 正寛 森 俊博 ⼤澤 芳⺒
Team ちゅうにち 83 87 89 87

以上、第5回 ⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2019.5.6 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2019.3.16 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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株式会社第三銀⾏ 奥藤 佳宏 信⽥ 英⼆ 川原⽥ 甫 澤野 公秀
かもしか 96 92 76 89
ライオンズゴルフ倶楽部 ⽻吉 正勝 森 ⼤樹 深⾕ ⾼義 ⾼橋 東守
ライオンズBチーム 84 93 82 92
藤岡カントリークラブ 斎藤 裕明 岡⽥ 建⼆ 飯⽥ 恭市 川本 和洋
プラチナボーイズ 87 89 83 89
桑名国際ゴルフ倶楽部 城 伸起 ⼤野 道春 飯⽥ 修 今村 登
桑名国際GC 87 87 85 96
デイリー瑞浪カントリー倶楽部 成⽥ ⾦広 ⼤橋 誠 早川 隆⾏ 蜷川 裕⼀
Team Dairy Mizunami 93 86 89 89
三好カントリー倶楽部 ⻑澤 圭⼀ ⼟本 肇 ⾦川 達也 ⼭下 洋右
タッツミー会 85 91 97 89
つくでゴルフクラブ 宮下 威 鈴⽊ 重⾏ 河合 昭充 ⼩久保 智和
TKDタハラ 105 92 88 91
⽝⼭カンツリークラブ 宇城 雄司 林 敏央 ⽶倉 太郎 梅⽥ 隆⾏
チームテック 92 91 91 101
ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース 井上 博⾏ 吉⽥ 学 徳⽥ 誠 ⾦丸 繁男
TEAM-⼤樹 97 94 90 105
トヨタ⾃動⾞株式会社 上郷 伊藤 克史 森 和彦 ⼤塚 和成 ⽮島 ⽣
Sandstorm 103 88 96 101
株式会社豊⽥⾃動折機 菅原 隆幸 ⻄脇 弘明 栗原 将⼀ 渡邉 晃成
team.ガッツパー 110 108 85 131

〔条件〕
コース：6,805yards（Par72）
天候：晴れ、北⻄の⾵（6m）
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