
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 開原 康人 JFE瀬戸内海Ｇ 鬼武 洋士 中須Ｇ 中西 利家 金城Ｃ

2 7:39 小川 俊夫 玉造温泉Ｃ 渡部 利幸 竹原Ｃ 梅本 進 玉野Ｇ

3 7:48 安藤 龍雄 鷹の巣Ｇ 村上 暢義 松永Ｃ 大橋 敦規 後楽Ｇ 藤井 隆史 玉造温泉Ｃ

4 7:57 近藤 利夫 玉野Ｇ 石本 信二 鷲羽Ｇ 星野 治行 玉造温泉Ｃ 松山 昌幸 郷原Ｃ

5 8:06 高橋 邦隆 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ 川相 道世 パインツリーＧ 竹内 弘 福山Ｃ 服部 身延 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ

6 8:15 青木 勝之 新市ｸﾗｼｯｸＧ 深川 正明 福山Ｇ 阿曽 恒夫 JFE瀬戸内海Ｇ 柳井 卓男 岡山霞橋Ｇ

7 8:24 佐藤 弘幸 岡山Ｇ 長谷 勝富 瀬野川Ｃ 柳原 辰雄 笠岡Ｃ 瀬野田 孝典 東広島Ｃ

8 8:33 小野 将士 久井Ｃ 丸山 勝年 宇部７２Ｃ 天河 喜郎 和木Ｇ 平内 辰男 玉野Ｇ

9 8:42 原田 博司 笠岡Ｃ 藤原 幸夫 瀬戸大橋Ｃ 佐藤 征夫 岡山国際Ｇ 皿井 誠 長船Ｃ

10 8:51 山崎 靖幸 太田川Ｇ 牧野 立志 岡山Ｇ 樋口 正行 玉野Ｇ 水戸 裕孝 安芸Ｃ

11 9:00 飯畑 喜博 呉Ｃ 明光 三郎 広島紅葉Ｃ 谷口 祥吾 久米Ｃ 松繁 富造 玉野Ｇ

12 9:09 木村 靖弘 ｱｲﾗﾝﾄﾞG美和 宮脇 彰 長船Ｃ 山本 陞 鳥取Ｃ 西嶋 幸男 広島県Ｇ協会

13 9:18 清水 勇 下関Ｇ 今田 洋 鷹の巣Ｇ 三島 良登 広島県Ｇ協会 原田 ツヨシ 倉敷Ｃ

14 9:27 尾見門 寿 八千代Ｃ 井川 毅 広島東映Ｃ 土井 啓澄 瀬戸大橋Ｃ 藤井 恒久 鬼ノ城Ｇ

15 9:36 内海 一男 久井Ｃ 大田 師久 鳥取Ｃ 沢井 孝 広島佐伯Ｃ 金井 永助 長船Ｃ

16 9:45 坂田 道男 広島西Ｃ 永見 敏郎 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 安藤 欣治 安芸Ｃ 中野 博之 下関Ｇ

17 9:54 佐藤 利雄 賀茂Ｃ 福田 誠 尾道うずしおＣ 藤田 剛 山陽国際Ｇ 窪岡 五郎 たけべの森Ｇ

18 10:03 片山 勝正 長船Ｃ 草川 純治 賀茂Ｃ 豊田 巍 福山Ｃ 小田 一成 鬼ノ城Ｇ

19 10:12 中川 秀雄 太田川Ｇ 黒瀬 渉伍 岡山西Ｇ 伊藤 紘一 広島佐伯Ｃ 藤本 義忠 長船Ｃ

20 10:21 谷本 澄夫 広島国際Ｇ 小橋 平八郎 三原Ｃ 蟹江 清 JFE瀬戸内海Ｇ 小原 惠 岡山Ｇ

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 井上 鎬治 庄原Ｃ 新田 善登 玉造温泉Ｃ 富永 護 倉敷Ｃ

2 7:39 山内 正行 岡山西Ｇ 三村 勝昭 広島Ｃ 中田 優 周南Ｃ 中村 勝征 後楽Ｇ

3 7:48 流王 正憲 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC 蔵力 晧昌 吉備高原Ｃ 密山 庄一 中須Ｇ 井上 正規 三原Ｃ

4 7:57 光森 勝利 岡山国際Ｇ 丸山 洋三 福山Ｇ 牧野 豊 赤坂Ｃ 伊藤 秀三 安芸Ｃ

5 8:06 林 博 久米Ｃ 佐藤 正志 吉備高原Ｃ 村上 二男 笠岡Ｃ 千田 精一郎 新岡山Ｇ

6 8:15 塩川 晃市 安芸Ｃ 恒次 昭昌 備前Ｇ 土居 悠多 吉備Ｃ 池田 恭弘 広島紅葉Ｃ

7 8:24 荒松 德夫 大山アークＣ 井上 正義 尾道Ｇ 藤田 宣行 白須那Ｃ 高中 正人 倉敷Ｃ

8 8:33 近藤 建二 瀬戸大橋Ｃ 大倉 喜一 備前Ｇ 星山 良夫 鳥取Ｃ 守田 秀昭 柳井Ｃ

9 8:42 藤原 忠朝 岡山国際Ｇ 山本 一司 井原Ｇ 平野 紀雄 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ 武内 一晃 備前Ｇ

10 8:51 松川 多門 東広島Ｃ 平田 忠 柳井Ｃ 三宅 研治 吉備Ｃ 前田 忠之 大山Ｇ

11 9:00 竹原 昌美 瀬野川Ｃ 垣内 信二 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC 安友 肇 中須Ｇ 岡本 忠 後楽Ｇ

12 9:09 難波 勝 備前Ｇ 稲田 聖穂 パインツリーＧ 宮池 澄人 松永Ｃ 佐田 光弘 玉造温泉Ｃ

13 9:18 河本 勇 山陽国際Ｇ 本田 尚志 広島Ｃ 原 和秀 徳山国際Ｃ 田口 順三郎 笠岡Ｃ

14 9:27 野島 洋二 宇部７２Ｃ 梅垣 昌嗣 広島安佐Ｇ 岸野 進 井原Ｇ 小谷 弘宣 笠岡Ｃ

15 9:36 益田 安典 太田川Ｇ 奥野 公平 玉野Ｇ 古満 政春 広島Ｃ 井上 精紀 瀬戸大橋Ｃ

16 9:45 田中 宏明 八千代Ｃ 野村 尊敬 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ 河田 喜啓 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC 藤野 剛介晃 広島東映Ｃ

17 9:54 三野 猛 広島紅葉Ｃ 草加 孝弘 備前Ｇ 高塚 俊夫 大山平原Ｇ 石川 栄 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC

18 10:03 横谷 禎久 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC 玉井 興司 周南Ｃ 大西 育男 大山平原Ｇ 金本 光二 吉備Ｃ

19 10:12 宮下 守雄 広島安佐Ｇ 成松 正 ｸﾘｽﾀﾙﾘﾝｸｽＧ 西原 利男 芸南Ｃ 永瀬 寛夫 玉造温泉Ｃ

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。
(玉野ゴルフ倶楽部：TEL.0863-31-3636)

☆ 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

2015年度(平成27年)第34回中国グランドシニアゴルフ選手権競技

スタート時刻及び組み合わせ表

[第1ラウンド：平成27年10月14日(水)]
玉野ゴルフ倶楽部

主催：中国ゴルフ連盟
(参加者：153名)

( 6,091Yards  Par 72)
氏 名

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

本競技会のスコアはトーナメントスコアとして、

中国ゴルフ連盟がＮｅｗＪ－ｓｙｓへ一括入力します。


