
2020.10.31

東名古屋カントリークラブ・東コース

＜アウトコース＞ 中部地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⽥中 賢吾 植村 浩和 ⽊村 洋 ⾈⼭ 義則

伊藤 美喜夫 中村 栄慎 徳⽥ 誠 井上 博⾏

本多 秀明 織⽥ 晴彦 三嶋 祥昌 ⼭下 幸太朗

杉本 拓 早川 直希 ⼭村 憲⼈ ⼤⼭ 碩済

佐藤 秀信 ⾕⼝ 彰彦 ⽻吉 正勝 若杉 孝志

古川 仁好 瀬古 ⼤⼆ 加藤 賢吾 ⼩嶋 賢⼆

藤井 広⽂ ⽟⼭ 浩康 城 伸起 ⽇紫喜 靖弘

宇城 雄司 林 敏央 伊藤 昌司 廣瀬 和義

⻑澤 圭⼀ ⼭下 洋右 ⽵内 祐彦 ⼭本 敦

澤⽥ 勉 伊藤 紘⼀ 新⽥ 寛 今⻄ 弘幸

⼟井 健太郎 ⼩原 景 坂本 隆 川⼝ ⼤⼋郎

杉浦 茂樹 松⼭ ⾩司 ⼭本 幸広 ⽯⿊ ⽂⼀

松野 賢⼆ 栗林 修 福岡 逸⼈ 関⾕ 健夫

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

5 7:42
レイクグリーンゴルフ倶楽部・レイクグリーンゴルフ倶楽部 ライオンズゴルフ倶楽部・ライオンズYM

3 7:28
ザ・トラディションゴルフクラブ・チーム ワンワンワン ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース・みっき〜

1 7:14
COCOPA RESORT CLUB 三重⽩⼭ゴルフコース・KAKUEI グレイスヒルズカントリー倶楽部・せんたろう

2 7:21
ゴルフクラブ ツインフィールズ・ツイン×ツイン ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース・旭徳友会

6 7:49
桑名カントリー倶楽部・team シャローイン 額⽥ゴルフ倶楽部・額⽥牧場 Version.1

4 7:35
スリーレイクスカントリークラブ・スギタクカントリー ライオンズゴルフ倶楽部・チーム ラスベガス

9 8:10
三好カントリークラブ・三好カントリークラブおじさんず 四⽇市カンツリー倶楽部・4989

10 8:17
春⽇井カントリークラブ・アベンジャーズ4 ⻄⽇本セブンスリーゴルフクラブ・ゴルフ四兄弟

7 7:56
桑名カントリー倶楽部・ドンガバチョ 桑名国際ゴルフ倶楽部・桑名国際GC

8 8:03
⽝⼭カンツリー倶楽部・⽝⼭テック会 ⽝⼭カンツリー倶楽部・ドッグス

13 8:38
名神栗東カントリー倶楽部・miracle 三好カントリークラブ ・TEAM MIYOSHI

11 8:24
東名古屋カントリークラブ・チーム東名古屋 南⼭カントリークラブ・チームラスベガス

12 8:31
⽇本ラインゴルフクラブ・チーム輩version2 名古屋グリーンカントリークラブ・グリーン会



2020.10.31

東名古屋カントリークラブ・東コース

＜インコース＞ 中部地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

⼤⻄ 潤 ⻑⾕川 実 中根 丈嘉 中村 昌嗣

元野 博之 丸⼭ ⿓元 ⿊⽊ 精司 知崎 貴弘

⽯川 典久 ⼩出 直哉 久⽶ 洋平 國松 朋彦

調所 寛 伊藤 公介 神⾕ 茂 堀⼝ 典弘

細川 正⾂ 関⼝ 健⼀郎 内藤 浩⼆ 杉浦 友明

⼭⽥ 忠和 阿知波 重尚 宮園 正則 岡本 兼汰

磯部 伊知郎 神農 竣以知 飯⽥ 修 ⼩幡 和夫

⽶倉 太郎 梅⽥ 隆⾏ 阿部 穣 佐藤 裕仁

⻄尾 正樹 河北 寿⼈ 樋⼝ 和⼤ ⾼⽥ 裕晃

武陵 守利 ⾼柳 哲也 川⼝ 伸 ⾕⼝ 正直

深川 雅夫 上條 宝司 河村 尚ニ 平⽥ 義勝

皆川 利勝 寺澤 和也 築⼭ 嘉信 鈴⽊ 紀⾏

太⽥ 安弘 野⽥ 雅司 今川 知也 森本 敬太

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

⽇本クラブチームゴルフ選⼿権

競技委員⻑ 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（⼤会事務局の受付時間外及び競技当⽇の連絡先）

13 8:38
名神栗東カントリー倶楽部・miracle 三好カントリークラブ ・TEAM MIYOSHI

2 7:21
ゴルフクラブ ツインフィールズ・ツイン×ツイン ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース・旭徳友会

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:14
COCOPA RESORT CLUB 三重⽩⼭ゴルフコース・KAKUEI グレイスヒルズカントリー倶楽部・せんたろう

4 7:35
スリーレイクスカントリークラブ・スギタクカントリー ライオンズゴルフ倶楽部・チーム ラスベガス

5 7:42
レイクグリーンゴルフ倶楽部・レイクグリーンゴルフ倶楽部 ライオンズゴルフ倶楽部・ライオンズYM

3 7:28
ザ・トラディションゴルフクラブ・チーム ワンワンワン ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース・みっき〜

8 8:03
⽝⼭カンツリー倶楽部・⽝⼭テック会 ⽝⼭カンツリー倶楽部・ドッグス

9 8:10
三好カントリークラブ・三好カントリークラブおじさんず 四⽇市カンツリー倶楽部・4989

6 7:49
桑名カントリー倶楽部・team シャローイン 額⽥ゴルフ倶楽部・額⽥牧場 Version.1

7 7:56
桑名カントリー倶楽部・ドンガバチョ 桑名国際ゴルフ倶楽部・桑名国際GC

12 8:31
⽇本ラインゴルフクラブ・チーム輩version2 名古屋グリーンカントリークラブ・グリーン会

10 8:17
春⽇井カントリークラブ・アベンジャーズ4 ⻄⽇本セブンスリーゴルフクラブ・ゴルフ四兄弟

11 8:24
東名古屋カントリークラブ・チーム東名古屋 南⼭カントリークラブ・チームラスベガス


