
全国決勝競技 2020.7.24
⾼室池ゴルフ倶楽部

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
センコー株式会社 ⽯塚 祥成 北⼭ 健太郎 都 和⾺ 野村 匡良
センコーゴルフ部 73 72 68 78
嵐⼭カントリークラブ 関澤 誠 ⾼橋 ⼀誠 船橋 数晃 ⾦井 篤司
A・RA・SHI 71 77 75 79
関空クラシックゴルフ倶楽部 下根 俊之 前⽥ 保典 左近 哲也 ⼤原 嗣政
仲砂会 ⼀軍 79 76 76 74

アオノゴルフコース ⼩林 信吾 朝⽥ 忍 ⾼原 拓也 丸⼭ 武志
アオノA 82 76 74 76
茨⽊国際ゴルフ倶楽部 内⽥ 和広 ⾚松 理充 三好 成憲 ⽊本登⾨
チーム ジャイアン 75 77 75 79
伊東カントリークラブ 秋⼭ 佳輝 ⽥京 秀⼀ ⾼橋 弘幸 宮下 健
伊東をゴルフで応援する会 83 74 79 75
六甲国際ゴルフクラブ 林 英明 上辻 徹⾝ 太⽥ 雅之 利川 邦浩
チーム粉々 72 84 80 76
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 76 82 78 75
播磨カントリークラブ ⾼橋 徹 ⼩⼭ 剛 北⾕ 孝幸 藤⾕ 周平
チーム播磨 74 80 75 83
京都ゴルフ倶楽部 ⼩⽥桐 正治 今井 秀樹 ⼤村 康郎 飯村 幸範
オダギリ 85 74 81 74
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 75 79 80 77
三好カントリークラブ 福岡 逸⼈ 関⾕ 健夫 今川 知也 ⼟⽅ 邦裕
TEAM MIYOSHI 75 75 81 85
岡部チサンカントリークラブ ⼤内⽥ 慎⼀郎 丸⼭ 仁克 ⼤島 勝 関 茂⽣
岡部チサンBチーム 82 87 77 72
鳴尾ゴルフ倶楽部 ⼩松 範⾏ 福本 賀範 丸⽯ 勝也 ⽵⽥ 幸祐
チーム マル 77 82 72 89
鷹の巣ゴルフクラブ 三上 主樹 森野 勝義 池本 燿由貴 井上 貴博
⼿ぶらで帰せん 76 75 83 82
岡部チサンカントリークラブ 林 久仁彦 ⽥辺 昌彦 相原 位好 ⾕⼝ 幸⼤
岡部チサン 75 84 84 74
グレンオークスカントリークラブ ⼤原 俊弘 嶺井 和彦 津下 昭 吉原 伸⼀
グレンオークス 78 87 81 74
プレステージカントリークラブ 森 重信 広⽥ 将⻑ 淺野 成烈 岡安 映昌
ぺろり〜ん 77 83 77 80
六甲カントリー倶楽部 坂本 徹 ⾼⽯ 泰成 ⾼本 ⼤⼠ ⽊下 光学
チームワヤクチャ2 88 72 84 78
野村不動産アーバンネット株式会社 安井 健⼆ 李 悠太 砂⾦ 伸之 森中 健介
チームアーバンネット 88 88 81 66

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2021.5.4 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へのシード権が決定
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グレイスヒルズカントリー倶楽部 中根 丈嘉 中村 昌嗣 ⽊村 洋 ⾈⼭ 義則
せんたろう 79 86 83 74
泉南カンツリークラブ 遠藤 弘佳⼠ 池⽥ 幸平 冨⽥ 秀⼀ 森本 伸幸
サザンスプリングス 74 80 82 NR
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 79 80 82 79
⽇野ゴルフクラブ 尾⼦ ⾼史 中村 輝昭 ⽩⼭ 裕晃 ⽯川 ⼤
⽇野の2t 78 85 83 77
太平洋クラブ御殿場コース 森⼝ 貴資 国本 京佑 丸⼭ 晋⼀郎 元⽥ 賢⼀郎
マルマルモリモト 83 82 76 81
奈良国際ゴルフ倶楽部 ⽯本 巧 ⽥中 雅登 本澤 克教 0
チームならこく 83 75 81 __
東松⼭カントリークラブ 東 英樹 ⼩野 拓也 ⼤久保 光彦 0
Silver Rock 83 79 77 __
グランドスラムカントリークラブ ⻲⼭ 潤⼀ ⾼橋 宏治 久光 征⾏ 佐藤 学
グランドスラムTeam D 93 81 84 76
成⽥東カントリークラブ 松丸 佳孝 ⾼橋 健 潮来 勝弘 ⽯井 秀明
チームA 78 85 86 79
⽔⼾・ゴルフ・クラブ 河内 喜⽂ ⾦⼦ 壽波留 ⽊名瀬 和重 根本 幸範
⽔⼾ゴルフクラブBPN 82 84 79 106

〔条件〕
コース：6,757yards（Par71）
天候：曇りのち⾬、南東の⾵（3m）
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