
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 8:00 志水 孝成 高川学園② 80 武内 奨摩 作陽② 80 宮﨑 千尋 作陽① 81 助永 勇汰 武田③ 82

2 8:09 門田 虎之 広島国際学院② 79 関 皐太 関西① 79 平井 聖也 如水館② 80 沖田 悠輔 広島国際学院① 80

3 8:18 栢 怜央 高川学園① 79 奥村 直哉 如水館② 79 山田 怜 瀬戸内① 79 梶梅 勇生 広島国際学院③ 79

4 8:27 熊 由樹也 作陽① 77 金澤 圭祐 広島大附属① 78 長谷川 圭佑 瀬戸内① 78 梶 丈二 広島国際学院② 79

5 8:36 生源寺 龍憲 作陽① 75 藤山 大耀 作陽① 76 森﨑 公也 作陽① 76 小松原 弘行 倉敷古城池③ 76

6 8:45 中村 友貴 広島国際学院③ 71 坂本 一馬 作陽③ 71 谷本 蓮 広陵③ 73 植田 富貴 高川学園③ 73

7 8:54 清川 亨 広陵② 69 岡田 絃希 作陽② 70 徳光 祐哉 高川学園③ 70 *齊藤 拳汰 鳥取緑風② 71

8 9:03 大嶋 炎 作陽② 67 富永 暁登 広島国際学院② 67 関藤 直熙 広島国際学院② 68 金谷 拓実 広島国際学院① 68

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 8:05 清水 隆成 誠英③ 82 山﨑 壘 関西① 83 佐々木 寿来 益田① 84 前川 泰輝 高川学園① 84

2 8:14 毛利 辰徳 庄原格致① 85 河野 勝成 広陵③ 85 平田 和寿 関西③ 86 永田 芽偉 松江商業② 87

3 8:23 渋谷 大輝 倉吉北③ 87 石井 貴久 作陽② 88 田中 一輝 関西① 88 信国 太一 広島工業③ 88

4 8:32 金見 臣恭 如水館① 89 坂部 太賀 誠英③ 90 淺田 光 柳井学園③ 90 佐藤 太一 関西③ 92

5 8:41 吉岡 俊樹 瀬戸内③ 93 桑幡 樹 瀬戸内③ 94 大饗 一生 舟入② 95 加藤 領馬 米子北斗② 95

6 8:50 山本 将也 岡山学芸館③ 95 木村 拳也 瀬戸内③ 96 土肥 晃 瀬戸内② 97 坂本 雄鷹 岩国② 98

7 8:59 栗原 崇浩 広島国際学院③ 98 佛﨑 亮太 瀬戸内② 99 富原 大成 瀬戸内③ 99 東脇 尭杜 武田② 100

＊印は全国高等学校ゴルフ選手権大会個人の部オブザーバー参加

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。

(白竜湖カントリークラブ：TEL.0847-34-0111)

☆ 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

2014年度(平成26年)第20回中国ジュニアゴルフ選手権競技【男子15歳～17歳の部】
兼　平成26年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第58回個人の部　中国予選

スタート時刻及び組み合わせ表

[第2ラウンド：平成26年7月24日(木)]
白竜湖カントリークラブ

主催：中国ゴルフ連盟　中国高等学校ゴルフ連盟　スポーツニッポン新聞社

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

(参加者：60名)

( 6,808Yards  Par 71)

氏 名


