
アウト

組 時刻 所 属 所 属 所 属 所 属

1 7:30 頼田　譲 大山ＧＣ 森　真治 岡山国際ＧＣ 松元　孝 呉ＣＣ

2 7:39 武田　宏之 玉造温泉ＣＣ 松塚　茂治 和木ＧＣ 蔭本　一義 広島安佐ＧＣ 亀石　浩幸 柳井ＣＣ

3 7:48 掛谷　政夫 瀬戸大橋ＣＣ 坂田　道男 広島西ＣＣ 村本　雅典 プレジデントＣＣ 友次　則夫 グレート岡山ＧＣ

4 7:57 渡辺　竜弘 備中高原北房ＣＣ 難波　秀和 久米ＣＣ 森川　徹 安芸ＣＣ 坂井　俊夫 徳山ＣＣ

5 8:06 豊島　仁 広島ＣＣ 桐谷　龍平 大山アークＣＣ 藤原　勝志 岡山ＧＣ 中村　哲三 下関ゴールデンＧＣ

6 8:15 平川　芳和 広島国際ＧＣ 水津　考啓 徳山ＣＣ 日下　靖也 グレート岡山ＧＣ 小西　勝典 金城ＣＣ

7 8:24 山田　雅大 和木ＧＣ 旦　和政 新岡山３６ＣＣ 柴　重徳 賀茂ＣＣ 佐伯　幸憲 広島東映ＣＣ

8 8:33 松嶋　伸幸 柳井ＣＣ 吉澤　耕司 岡山国際ＧＣ 唐土　武士 呉ＣＣ 山脇　耕一 大山ＧＣ

9 8:42 木村　浩司 久米ＣＣ 浅野　幸夫 玉造温泉ＣＣ 内藤　光春 広島安佐ＧＣ 山下　正一 いづも大社ＣＣ

10 8:51 蛭子　宗夫 鷹の巣ＧＣ 山下　正幸 プレジデントＣＣ 奥田　善則 安芸ＣＣ 松上　勝 備中高原北房ＣＣ

11 9:00 岩本　信義 瀬戸大橋ＣＣ 二井　克助 広島西ＣＣ 安田　一 真庭ＣＣ 山本屋　徹 和木ＧＣ

12 9:09 大西　孝司 大山アークＣＣ 佐藤　隆吾 真庭ＣＣ 草川　純治 賀茂ＣＣ 伊藤　熙司 いづも大社ＣＣ

13 9:18 金原　正幸 広島東映ＣＣ 吉崎　正健 金城ＣＣ 三上　主樹 鷹の巣ＧＣ 三木　寛 グレート岡山ＧＣ

14 9:27 蓮池　一心 広島国際ＧＣ 佐藤　弘幸 岡山ＧＣ 河本　貴博 下関ゴールデンＧＣ 追中　幹生 呉ＣＣ

15 9:36 澤田　光康 大山ＧＣ 池本　燿由貴 鷹の巣ＧＣ 松本　新語 久米ＣＣ 菅田　佳範 岡山国際ＧＣ

16 9:45 石倉　一男 玉造温泉ＣＣ 柿本　聖也 柳井ＣＣ 田中　紘人 備中高原北房ＣＣ 北山　敬三 広島ＣＣ

17 9:54 小川　信房 いづも大社ＣＣ 大枝　誠治 新岡山３６ＣＣ 白神　元徳 岡山ＧＣ 永易　孝司 広島国際ＧＣ

イン

組 時刻 所 属 所 属 所 属 所 属

1 7:30 斉藤　洋二 金城ＣＣ 木南　博道 新岡山３６ＣＣ 山口　拡 岡山ＧＣ 佐藤　利雄 賀茂ＣＣ

2 7:39 岡本　剛徳 いづも大社ＣＣ 菅原　良樹 広島国際ＧＣ 山本　修 鷹の巣ＧＣ 篠原　良 真庭ＣＣ

3 7:48 藤瀬　雅史 大山アークＣＣ 安宅　守重 広島東映ＣＣ 若﨑　透 下関ゴールデンＧＣ 梶川　進 広島ＣＣ

4 7:57 榎　泰志 呉ＣＣ 井上　貴博 鷹の巣ＧＣ 片山　進一 瀬戸大橋ＣＣ 三島　一文 大山ＧＣ

5 8:06 宇野　孝明 岡山国際ＧＣ 平松　芳彦 広島安佐ＧＣ 三原　明典 いづも大社ＣＣ 市川　誠 玉造温泉ＣＣ

6 8:15 松下　裕治 久米ＣＣ 古澤　嘉久 柳井ＣＣ 皆川　博 安芸ＣＣ 保都　文利 備中高原北房ＣＣ

7 8:24 三垣　日出人 真庭ＣＣ 畑尾　昭彦 プレジデントＣＣ 佐々木　厚造 金城ＣＣ 平工　直樹 広島西ＣＣ

8 8:33 藤岡　修司 広島国際ＧＣ 守谷　敦子 新岡山３６ＣＣ 長谷川　宰 下関ゴールデンＧＣ 市川　俊美 グレート岡山ＧＣ

9 8:42 前田　将明 大山アークＣＣ 正路　和也 広島東映ＣＣ 藤田　浩幸 賀茂ＣＣ 関　泰英 岡山ＧＣ

10 8:51 村本　俊彦 和木ＧＣ 末田　正治 広島ＣＣ 井手　博文 徳山ＣＣ 守谷　征広 新岡山３６ＣＣ

11 9:00 藤田　平三郎 広島安佐ＧＣ 新田　博文 呉ＣＣ 大本　耕一 プレジデントＣＣ 赤坂　正雄 久米ＣＣ

12 9:09 尾尻　真栄 安芸ＣＣ 金岡　基縣 瀬戸大橋ＣＣ 仁宮　祐典 備中高原北房ＣＣ 大月　久志 玉造温泉ＣＣ

13 9:18 吉田　大蔵 広島ＣＣ 吉村　浩明 広島西ＣＣ 上山　裕司 大山ＧＣ 佐藤　康博 柳井ＣＣ

14 9:27 小林　義則 徳山ＣＣ 成田　秀昭 大山アークＣＣ 宇野　伸弘 岡山国際ＧＣ 浅海　健二 プレジデントＣＣ

15 9:36 藤井　義久 グレート岡山ＧＣ 関川　和夫 瀬戸大橋ＣＣ 中村　公彦 広島西ＣＣ 中田　尚宏 賀茂ＣＣ

16 9:45 内藤　貴嗣 真庭ＣＣ 廣幡　英和 和木ＧＣ 広藤　大樹 金城ＣＣ 砂原　新吾 安芸ＣＣ

17 9:54 杉野　将紀 広島安佐ＧＣ 藤井　裕二 徳山ＣＣ 藤井　聖 広島東映ＣＣ 上村　和雄 下関ゴールデンＧＣ

1 スタート時刻１０分前には、必ずティインググラウンド周辺に待機すること。
2 選手交代届けのタイムリミットは大会当日の午前７時までです。ご注意ください。

競技委員長

氏　　　名氏　　　名氏　　　名氏　　　名

氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

  (参加クラブ：27クラブ　135名）

2014年度(平成26年)第44回中国インタークラブゴルフ競技決勝
                                

主催:中国ゴルフ連盟

スタート時刻及び組み合わせ表

[2014年10月23日(木)]
いづも大社カントリークラブ

（6535Ｙａｒｄｓ　Par72）


