
期　　　日：　　２０１５年１０月２９日(木)

場　　　所：　　吉備カントリークラブ　（6481Yards　Par72）

参加者数：　　２７クラブ（１３５名）

順位 クラブ スコア １位 ２位 ３位 ４位 ５位

1 岡山国際ゴルフ倶楽部 299 吉澤 耕司 71 宇野 伸弘 75 宇野 孝明 76 岡部 昭治 77 野田 恭兵 82

2 広島東映カントリークラブ 300 正路 和也 73 田中 一平 75 金原 正幸 76 佐伯 幸憲 76 安宅 守重 80

3 金城カントリークラブ 300 鎌田 賢二 72 広藤 大樹 74 佐々木 厚造 75 小西 勝典 79 田中 秀明 89

4 大山ゴルフクラブ 302 山脇 耕一 74 上山 裕司 74 原野 雅光 76 難波 幸二 78 三島 一文 86

5 下関ゴールデンゴルフクラブ 307 平原 稔弘 74 大山 忠成 77 若﨑 透 78 長谷川 宰 78 上村 和雄 94

6 久米カントリークラブ 308 松下 裕治 74 松本 新語 74 赤坂 正雄 76 塩田 誠 84 難波 秀和 85

7 備中高原北房カントリー倶楽部 309 仁宮 祐典 76 松上 勝 76 田中 紘人 78 保都 文利 79 生田 延夫 82

8 笠岡カントリー倶楽部 310 花咲 正志 74 諏澤 一 77 白濱 高文 78 横田 頼士 81 窪田 耕三 81

9 広島安佐ゴルフクラブ 310 蔭本 一義 76 平松 芳彦 77 臼井 稔 77 内藤 光春 80 藤田 平三郎 86

10 大山アークカントリークラブ 311 前田 将明 74 桐谷 龍平 78 木村 祐介 78 東 豊 81 大西 孝司 81

11 プレジデントカントリー倶楽部山陽 311 真子 勇輝 73 花田 仁志 77 村本 雅典 78 浅海 健二 83 岡村 太 84

12 安芸カントリークラブ 312 奥田 善則 74 黒川 直広 79 砂原 新吾 79 尾尻 真栄 80 森川 徹 82

13 湯郷石橋ゴルフ倶楽部 313 河本 益延 75 竹内 司 76 深水 新吾 78 田淵 潔 84 大山 靖博 86

14 グレート岡山ゴルフ倶楽部 313 藤井 義久 72 三木 伸一 79 友次 則夫 81 市川 俊美 81 日下 靖也 88

15 クラシック島根カントリ クラブ 314 福田 操 76 松尾 達雄 79 荒木 洋二 79 水口 賢 80 石飛 好 81

成　　績　　一　　覧　　表

2015年度(平成27年）第45回中国インタークラブゴルフ競技決勝

15 クラシック島根カントリークラブ 314 福田 操 76 松尾 達雄 79 荒木 洋二 79 水口 賢一 80 石飛 好一 81

16 山口レインボーヒルズ 314 平野 早人 73 井藤 晃士 78 中村 雅則 80 新本 節男 83 武永 正晴 86

17 呉カントリークラブ 314 唐土 武士 75 安川 竜矢 77 新田 博文 81 木上 裕司 81 榎 泰志 88

18 鷹の巣ゴルフクラブ 317 森野 勝義 74 三上 主樹 78 井上 貴博 82 山本 修 83 池本 燿由貴 83

19 三原カンツリークラブ 317 宮田 敬司 75 森田 邦彦 76 山中 秋夫 83 浮田 邦彦 83 安井 利郎 87

20 広島カンツリー倶楽部 318 豊島 仁 77 末田 正治 77 梶川 進 80 北山 敬三 84 糸賀 誠 84

21 長船カントリークラブ 318 片山 勝正 77 岡本 正彦. 78 伊藤 基 79 難波 二三男 84 福田 晃博 84

22 徳山国際カントリー倶楽部 318 本田 満 78 池田 稔 79 都濃 善朗 79 青村 祐一 82 三宅 武光 89

23 瀬戸大橋カントリークラブ 318 三宅 猛 74 片山 進一 77 岩本 信義 78 関川 和夫 89 火矢 孝次 101

24 吉備カントリークラブ 320 藤田 真吾 77 河本 登 78 刺田 典久 81 山縣 敏雅 84 笠原 清美 86

25 岡山西ゴルフ倶楽部 321 新谷 晃弘 77 髙橋 博喜 79 門田 茂伸 81 山内 正行 84 伊田 和久 85

26 尾道ゴルフ倶楽部 324 進藤 浩史 76 佐藤 敏行 81 出原 俊孝 83 関藤 寛 84 藤田 政和 失格

27 山陽国際ゴルフクラブ 328 竹ノ上 剛規 77 渋谷 勉 79 桂 浩倫 86 大山 博 86 齋藤 正成 92

＜個人の部＞

71

72

72

ベストグロス　　吉澤耕司（岡山国際Ｇ）

セカンドグロス　鎌田賢二（金城Ｃ）

セカンドグロス　藤井義久（グレート岡山Ｇ）


