
中部地区予選 2021.11.20
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
三好カントリー倶楽部 福岡 逸⼈ 関⾕ 健夫 杉江 建亮 今川 知也
TEAM MiYOSHI 74 77 91 75

ライオンズゴルフ倶楽部 ⼭村 憲⼈ 堀⼝ 典弘 阪野 智久 ⼤⼭ 碩済
ラスベガス 77 77 77 78
スリーレイクスカントリークラブ 杉本 拓 調所 寛 平沼 宏康 早川 直希
スギタクカントリー 84 78 79 75
グレイスヒルズカントリー倶楽部 ⽊村 洋 ⾈⼭ 義則 中根 丈嘉 中村 昌嗣
吾輩はcatである 75 79 79 86
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 78 87 79
⽇本ラインゴルフ倶楽部 寺澤 和也 皆川 利勝 杉浦 茂樹 松⼭ ⾩司
Moderately everything-何事も程々に 86 80 75 79
東名古屋カントリークラブ ⼟井 健太郎 鈴⽊ 智⼤ ⼩原 景 深川 雅夫
Hyperlaunch/ 88 79 78 78

四⽇市カンツリー倶楽部 ⽵内 祐彦 ⾼⽥ 裕晃 ⼭本 敦 樋⼝ 和⼤
DA.GYA.JENNY! 83 74 81 86
ライオンズゴルフ倶楽部 若杉 孝志 粂野 俊之 神⾕ 茂 横⾒ 彰彦
チーム ワン 81 85 80 78
朱鷺の台カントリークラブ 川上 賢 ⼩池 祐嗣 源野 智紀 ⼭⼝ 和宏
チーム眉丈 84 92 73 82
美濃⽩川ゴルフ倶楽部 纐纈 将紀 市川 充也 ⽥⼝ 啓介 藤井 克也
BlackFace 81 79 85 80
レイクグリーンゴルフ倶楽部 ⾕⼝ 彰彦 関⼝ 健⼀郎 佐藤 秀信 上平 幸男
レイクグリーン 80 78 83 84
三好カントリークラブ ⻑澤 圭⼀ ⾦川 達也 ⼟本 肇 ⾅井 達也
みよしおっさんず 88 87 77 78
デイリー瑞浪カントリー倶楽部 佐々⽊ 良典 ⼤橋 誠 早川 隆⾏ 永⽥ 智靖
チーム 前へ！！？ 79 88 83 80
藤岡カントリークラブ 岡⽥ 建⼆ 永⽥ 浩之 飯⽥ 恭市 中⽥ 貴之
チームトムソンチャレンジ 79 90 81 82
⽝⼭カントリークラブ 廣瀬 和義 伊藤 昌司 阿部 穣 佐藤 裕仁
ドッグス 83 90 80 79
ライオンズゴルフ倶楽部 ⽻吉 正勝 加藤 慎治 古⽥ 透 伊藤 太⼀
ライオンズYM 80 93 72 95
ゴルフ倶楽部⼤樹 旭コース 三嶋 祥昌 久⽶ 洋平 ⼭下 幸太郎 國松 朋彦
⼤樹旭A 86 83 90 80
⽇本ラインゴルフ倶楽部 松⽥ 良隆 浅岡 美⽃ 富⽥ 剣道 ⼭⼝ 典威
チームY.K.R 94 81 84 84

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2022.5.3 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（⻄⽇本地区決勝／2022.3.26 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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名古屋グリーンカントリークラブ ⼭本 幸広 ⽯⿊ ⽂⼀ 築⼭ 嘉信 鈴⽊ 紀⾏
グリーン会 82 90 83 86
セントクリークゴルフクラブ 安藤 泰秀 杉原 盛秀 廣⽥ 和也 本多 秀明
聖なる⼩川 85 92 83 85
春⽇井カントリークラブ 恩⽥ 享之 ⾼柳 哲也 澤⽥ 勉 ⼆宮 敬史
アイルビーバック 90 84 90 81
鈴⿅カンツリークラブ 杉⼭ 匡毅 寺島 貢 櫻井 幹也 中村 寛亮
ABROAD 90 82 93 86
桑名カントリー倶楽部 古川 仁好 ⼭⽥ 忠和 瀬古 ⼤⼆ 阿知波 重尚
シャローイン 88 85 92 92
東海東京証券株式会社 中辻 直⼈ ⽩伊 ⼤介 早野 喬⽂ 輪嶋 樹
中部TT会 87 89 130 93
朱鷺の台カントリークラブ ⼤⽯ 弘 坂井 繁 蓑輪 裕康 ⾦⼭ 秀明
チーム能州 111 91 90 92
株式会社トレードワン 若松 繁隆 神⽥ 宗彦 若松 友⾥恵 若松 菜々恵
チームトレードワン 97 93 94 88
阪和興業株式会社 楠本 敏久 芦澤 朋之 久保⼭ 広⼤ ⼩林 正和
TEAM HK 91 97 92 109

〔条件〕
コース：6,771yards（Par72）
天候：晴れ、北⻄の⾵（2m）
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