
アウト

組 時 刻 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

1 7:30 石徳 俊樹 広島国際Ｇ 229 西本 直彦 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸＧ 230 岡田 絃希 北房Ｃ 230 関藤 直熙 松永Ｃ 230

2 7:39 寺岡 颯太 山口県Ｇ協会 229 蔭本 一義 広島安佐Ｇ 229 藤井 勝成 岡山国際Ｇ 229 桐谷 龍平 大山アークＣ 229

3 7:48 光成 勇司 新市ｸﾗｼｯｸＧ 227 佐伯 幸憲 広島東映Ｃ 227 徳光 祐哉 山口県Ｇ協会 228 高木 裕次郎 パインツリーＧ 228

4 7:57 久常 涼 湯郷石橋Ｇ 227 井上 龍太郎 久米Ｃ 227 中村 公彦 広島西Ｃ 227 関藤 侑嗣 尾道Ｇ 227

5 8:06 西山 武志 山陽Ｇ 226 田中 大心 広島Ｇ 227 田中 紘人 北房Ｃ 227 荒木 翔也 岡山国際Ｇ 227

6 8:15 沖田 悠輔 広島紅葉Ｃ 226 上岡 信晴 至誠館大 226 山根 大輝 呉Ｃ 226 関川 和夫 瀬戸大橋Ｃ 226

7 8:24 釜須 雄基 広島紅葉Ｃ 224 富永 暁登 瀬野川Ｃ 225 河野 祐弥 笠岡Ｃ 225 吉田 好輝 八千代Ｃ 226

8 8:33 大石 敦也 広島紅葉Ｃ 222 高橋 海理 久米Ｃ 223 正宗 昇悟 岡山県Ｇ協会 223 赤坂 正雄 久米Ｃ 223

9 8:42 大嶋 炎 新岡山Ｇ 219 島野 璃央 湯郷石橋Ｇ 220 清川 亨 安芸Ｃ 220 縄田 修一 山口県Ｇ協会 221

10 8:51 村山 駿 広島国際Ｇ 214 長谷川 祥平 広島紅葉Ｃ 216 三田 真弘 新岡山Ｇ 217 金谷 拓実 尾道Ｇ 219

イン

組 時 刻 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

1 7:30 生源寺 龍憲 岡山県Ｇ協会 230 小谷 一弘 鳥取Ｃ 231 金岡 奎吾 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ 231 奥田 善則 安芸Ｃ 232

2 7:39 西村 勝 郷原Ｃ 232 赤木 奨 パインツリーＧ 232 定藤 玄輝 広島県Ｇ協会 233 米原 海斗 大山アークＣ 233

3 7:48 唐下 明徒 広島国際Ｇ 233 中村 友貴 広島佐伯Ｃ 234 栢 怜央 山口県Ｇ協会 234 田中 智也 山口県Ｇ協会 234

4 7:57 久志岡 亮 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ 234 齊藤 拳汰 鳥取県Ｇ協会 234 三上 主樹 鷹の巣Ｇ 234 花咲 正志 笠岡Ｃ 235

5 8:06 松田 直哉 周防Ｃ 235 木本 大志 鳥取県Ｇ協会 236 黒川 直広 安芸Ｃ 236 浜崎 恵虎 玉造温泉Ｃ 236

6 8:15 小椋 啓貴 倉吉Ｇ 236 齊藤 正成 山陽国際Ｇ 237 渡邊 裕之 井原Ｇ 237 中原 秀馬 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 237

7 8:24 新谷 晃弘 岡山西Ｇ 238 山脇 耕一 大山Ｇ 238 坂本 一馬 久米Ｃ 238 笠原 瑛 広島国際Ｇ 238

8 8:33 原 みくと 岡山商科大 238 木村 紀代志 倉敷Ｃ 239 森本 真澄 湯郷石橋Ｇ 239 大嶋 命 新岡山Ｇ 239

9 8:42 岡田 大樹 安芸Ｃ 239 深水 新吾 湯郷石橋Ｇ 240 坂本 柊人 広島県Ｇ協会 240 中野 弘樹 山口県Ｇ協会 240

10 8:51 森田 邦彦 三原Ｃ 240 山本 修 鷹の巣Ｇ 240 藤岡 大輝 大山平原Ｇ 240 岩﨑 寛太 山口県Ｇ協会 247

１. 欠場者のあるときは本スタート時刻及び組み合わせ表を変更する場合がある。

２. 欠場の場合：競技前日までは中国ゴルフ連盟事務局(082-247-2719)、

競技当日は開催コース内の大会競技委員まで連絡のこと。

(倉敷カントリー倶楽部：TEL.086-462-5000)

☆ 無断欠場は、来年度の当該競技への出場を停止する。

競技委員長

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

(参加者：80名)

( 6,763Yards  Par 72)

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

2015年度(平成27年)第45回中国アマチュアゴルフ選手権競技

スタート時刻及び組み合わせ表

[第4ラウンド：平成27年6月6日(土)]
倉敷カントリー倶楽部
主催：中国ゴルフ連盟


