
中部地区予選 2019.11.02

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

日本ラインゴルフクラブ 杉浦 茂樹 寺澤 和也 松山 阜司 藤 浩一

チーム輩 75 76 76 78

グレイスヒルズカントリー倶楽部 戸田 真義 中村 昌嗣 木村 洋 舟山 義則

せんたろう 74 80 80 84

新城カントリー倶楽部 髙安 高 倉田 順一 宇野 真司 内藤 俊一

チームおにぎり 79 76 80 100

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

TEAMラスベガス 81 79 81 82

名古屋グリーンカントリークラブ 山本 幸広 築山 嘉信 鈴木 紀行 石黒 文一

グリーン会 74 76 91 91

ゴルフクラブ ツインフィールズ 伊藤 美喜夫 中西 仁 元野 博之 中村 利司

ツイン×ツイン 85 79 81 83

ザ・トラディションゴルフクラブ 本多 秀明 織田 晴彦 石川 典久 北村 憲正

Eye of the Tiger 79 91 77 87

三好カントリークラブ 長澤 圭一 小澤 一夫 土本 肇 金川 達也

チーム三好おじさんズ 87 77 79 93

ゴルフ倶楽部大樹 旭コース 三嶋 祥昌 國松 朋彦 久米 洋平 山下 幸太郎

TEAM-旭 80 87 77 91

ホロンゴルフ倶楽部 大畑 雅之 木梨 雅夫 半田 健二 宮本 高一

team HOLON 116 78 89 79

四日市カントリークラブ 竹内 祐彦 樋口 和大 山本 敦 高田 裕晃

樋山高竹 83 82 85 85

ライオンズゴルフ倶楽部 羽吉 正勝 森 大樹 高橋 東守 深谷 高義

ライオンズⅡ 81 86 84 85

新城カントリー倶楽部 荒川 義治 加藤 高士 猪原 嘉晴 浦 浩行

シンシローズ 84 87 85 85

フォーレスト福井ゴルフクラブ 佃 祐介 平塚 一廣 岩崎 人志 岸上 徹

フォーレスト 86 92 81 87

桑名国際ゴルフ倶楽部 城 伸起 金子 昊正 飯田 修 大野 道春

桑名国際GC 87 88 84 86

中日カントリークラブ 青山 圭太 森 俊博 平松 正寛 藤井 一久

#ヒラスタグラム 87 87 90 86

犬山カンツリー倶楽部 宇城 雄司 林 敏央 梅田 隆行 米倉 太郎

チーム犬山テック会 92 101 92 81

正眼寺カントリークラブ 中尾 文栄 松下 貴裕 久米 勉 老田 尚宏

ぽんこつラーメン 107 88 93 87

〔条件〕

コース：6,805yards（Par72）

天候：晴、西南西の風（1m）
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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／2020.5.5 高室池ゴルフ倶楽部）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（西日本地区決勝／2020.3.28 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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