
2021.11.20

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

福岡 逸⼈ 関⾕ 健夫 ⽵内 祐彦 ⾼⽥ 裕晃

⻑澤 圭⼀ ⾦川 達也 ⼟井 健太郎 鈴⽊ 智⼤

⾕⼝ 彰彦 関⼝ 健⼀郎 ⽊村 洋 ⾈⼭ 義則

三嶋 祥昌 久⽶ 洋平 杉本 拓 調所 寛

安藤 泰秀 杉原 盛秀 佐々⽊ 良典 ⼤橋 誠

⽻吉 正勝 加藤 慎治 若松 繁隆 神⽥ 宗彦

若杉 孝志 粂野 俊之 古川 仁好 ⼭⽥ 忠和

⼭村 憲⼈ 堀⼝ 典弘 藤井 広⽂ ⽟⼭ 博康

廣瀬 和義 伊藤 昌司 楠本 敏久 芦澤 朋之

⼤⽯ 弘 坂井 繁 恩⽥ 享之 ⾼柳 哲也

川上 賢 ⼩池 祐嗣 中辻 直⼈ ⽩伊 ⼤介

岡⽥ 建⼆ 永⽥ 浩之 纐纈 将紀 市川 充也

藤 浩⼀ 皆川 利勝 杉⼭ 匡毅 寺島 貢

松⽥ 良隆 浅岡 美⽃ ⼭本 幸広 ⽯⿊ ⽂⼀

※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）

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:28
レイクグリーンゴルフ倶楽部・レイクグリーン グレイスヒルズカントリー倶楽部・吾輩はcatである

4 7:35
ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース・⼤樹旭A スリーレイクスカントリークラブ・スギタクカントリー

1 7:14
三好カントリー倶楽部・TEAM MiYOSHI 四⽇市カンツリー倶楽部・DA.GYA.JENNY!

2 7:21
三好カントリークラブ・みよしおっさんず 東名古屋カントリークラブ・Hyperlaunch/

7 7:56
ライオンズゴルフ倶楽部・チーム ワン 桑名カントリー倶楽部・シャローイン

8 8:03
ライオンズゴルフ倶楽部・ラスベガス 桑名カントリー倶楽部・ドンガバチョ

5 7:42
セントクリークゴルフクラブ・聖なる⼩川 デイリー瑞浪カントリー倶楽部・チーム 前へ︕︕︖

6 7:49
ライオンズゴルフ倶楽部・ライオンズYM 株式会社トレードワン・チームトレードワン

11 8:24
朱鷺の台カントリークラブ・チーム眉丈 東海東京証券株式会社・中部TT会

12 8:31
藤岡カントリークラブ・チームトムソンチャレンジ 美濃⽩川ゴルフ倶楽部・BlackFace

9 8:10
⽝⼭カントリークラブ・ドッグス 阪和興業株式会社・TEAM HK

10 8:17
朱鷺の台カントリークラブ・チーム能州 春⽇井カントリークラブ・アイルビーバック

14 8:45
⽇本ラインゴルフ倶楽部・チームY.K.R 名古屋グリーンカントリークラブ・グリーン会

13 8:38
⽇本ラインゴルフ倶楽部・Moderately everything-何事も程々に 鈴⿅カンツリークラブ・ABROAD



2021.11.20

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

杉江 建亮 今川 知也 ⼭本 敦 樋⼝ 和⼤

⼟本 肇 ⾅井 達也 ⼩原 景 深川 雅夫

佐藤 秀信 上平 幸男 中根 丈嘉 中村 昌嗣

⼭下 幸太朗 國松 朋彦 平沼 宏康 早川 直希

廣⽥ 和也 本多 秀明 早川 隆⾏ 永⽥ 智靖

古⽥ 透 伊藤 太⼀ 若松 友⾥恵 若松 菜々恵

神⾕ 茂 横⾒ 彰 瀬古 ⼤⼆ 阿知波 重尚

阪野 智久 ⼤⼭ 碩済 磯部 伊知郎 神農 竣以知

阿部 穰 佐藤 裕仁 久保⼭ 広⼤ ⼩林 正和

蓑輪 裕康 ⾦⼭ 秀明 澤⽥ 勉 ⼆宮 敬史

源野 智紀 ⼭⼝ 和宏 早野 喬⽂ 輪嶋 樹

飯⽥ 恭市 中⽥ 貴之 ⽥⼝ 啓介 藤井 克也

杉浦 茂樹 松⼭ ⾩司 櫻井 幹也 中村 寛亮

富⽥ 剣道 ⼭⼝ 典威 築⼭ 嘉信 鈴⽊ 紀⾏

※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）

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

1 7:14
三好カントリー倶楽部・TEAM MiYOSHI 四⽇市カンツリー倶楽部・DA.GYA.JENNY!

4 7:35
ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース・⼤樹旭A スリーレイクスカントリークラブ・スギタクカントリー

5 7:42
セントクリークゴルフクラブ・聖なる⼩川 デイリー瑞浪カントリー倶楽部・チーム 前へ︕︕︖

2 7:21
三好カントリークラブ・みよしおっさんず 東名古屋カントリークラブ・Hyperlaunch/

3 7:28
レイクグリーンゴルフ倶楽部・レイクグリーン グレイスヒルズカントリー倶楽部・吾輩はcatである

8 8:03
ライオンズゴルフ倶楽部・ラスベガス 桑名カントリー倶楽部・ドンガバチョ

9 8:10
⽝⼭カントリークラブ・ドッグス 阪和興業株式会社・TEAM HK

6 7:49
ライオンズゴルフ倶楽部・ライオンズYM 株式会社トレードワン・チームトレードワン

7 7:56
ライオンズゴルフ倶楽部・チーム ワン 桑名カントリー倶楽部・シャローイン

14 8:45
⽇本ラインゴルフ倶楽部・チームY.K.R 名古屋グリーンカントリークラブ・グリーン会

12 8:31
藤岡カントリークラブ・チームトムソンチャレンジ 美濃⽩川ゴルフ倶楽部・BlackFace

13 8:38
⽇本ラインゴルフ倶楽部・Moderately everything-何事も程々に 鈴⿅カンツリークラブ・ABROAD

10 8:17
朱鷺の台カントリークラブ・チーム能州 春⽇井カントリークラブ・アイルビーバック

11 8:24
朱鷺の台カントリークラブ・チーム眉丈 東海東京証券株式会社・中部TT会


