
2016年10⽉27⽇(⽊) 　　　　　　和木ゴルフ倶楽部

参加クラブ：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 広島国際ゴルフ倶楽部 311 蓮池 一心 76 菅原 良樹 77 瀬尾 彰男 77 垰本 和彦 81 小南 博之 86

2 広島紅葉カントリークラブ 313 関原 薫 78 山下 学映 78 佐々木 智裕 78 新宅 昭雄 79 植田 彰 91

3 和木ゴルフ倶楽部 314 喜多村 茂 77 廣幡 英和 77 山本屋 徹 79 山田 雅大 81 村本 俊彦 83

4 柳井カントリー倶楽部 316 松嶋 伸幸 75 廣友 旭 79 古澤 嘉久 81 大野 仁士 81 佐藤 康博 82

5 下関ゴールデンゴルフクラブ 317 平原 稔弘 74 河本 貴博 79 下村 勝憲 80 長谷川 宰 84 若﨑 透 85

6 大山アークカントリークラブ 317 桐谷 龍平 76 前田 将明 78 東 豊 80 浦部 祥司 83 景山 徹彦 86

7 徳山国際カントリー倶楽部 319 中村 尊史 71 西村 和彦 82 本田 満 82 藤井 建一 84 石丸 崇文 84

8 吉備高原カントリークラブ 319 多田 和浩 78 友杉 誠 79 上田 昌志 81 持徳 順二 81 内田 光一 85

9 プレジデントカントリー倶楽部山陽 321 花田 仁志 78 真子 勇輝 79 畑尾 昭彦 82 大本 耕一 82 浅海 健二 90

10 広島東映カントリークラブ 322 安宅 守重 78 佐伯 幸憲 79 田中 一平 82 金原 正幸 83 荒谷 富士 85

11 岡山西ゴルフ倶楽部 322 新谷 晃弘 76 石丸 文雄 80 下江 弘 81 田中 博史 85 佐々木 邦和 86

12 安芸カントリークラブ 322 尾尻 真栄 78 黒川 直広 78 森川 徹 83 奥田 善則 83 岡村 盛司 87

13 金城カントリークラブ 323 小西 勝典 77 佐々木 厚造 79 田中 秀明 80 吉崎 正健 87 広藤 大樹 88

14 湯郷石橋ゴルフ倶楽部 327 竹内 司 76 深水 新吾 80 河本 益延 82 大山 靖博 89 森本 真澄 90

15 広島安佐ゴルフクラブ 328 臼井 稔 75 平松 芳彦 83 藤田 平三郎 83 内藤 光春 87 杉野 将紀 88

( 6510Yards  Par72)
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16 鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース 330 小谷 一弘 73 小谷 康則 84 福井 拓郎 85 田中 真二 88 西村 彰 97

17 岡山国際ゴルフ倶楽部 331 吉澤 耕司 78 宗友 信夫 82 宇野 伸弘 83 岡部 昭治 88 定廣 進 89

18 たけべの森ゴルフ倶楽部 331 三井 敏雄 81 白井 健一 81 梅野 覚 82 池田 隆二 87 佐々木 秀人 91

19 笠岡カントリー倶楽部 332 白濱 高文 80 森田 公明 82 高木 荒一郎 85 村田 豊 85 古和 聡 87

20 久米カントリークラブ 332 松下 裕治 74 木村 浩司 85 三船 統当 86 塩田 誠 87 原 富紀 88

21 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 333 金光 洋二 79 佐藤 雅彦 80 長友 悠司 86 占部 悦生 88 千原 行喜 95

22 庄原カントリークラブ 334 橋本 佳人 83 伊東 省三 83 大森 英司 84 矢吹 吉美 84 小倉 弘範 89

23 山陽国際ゴルフクラブ 337 竹ノ上 剛規 75 大山 博 83 桂 浩倫 88 岡野 貞彦 91 弘中 武 93

24 広島佐伯カントリー倶楽部 340 北川 誠 80 奥山 祥司 84 岡田 正洋 85 奥村 宏一郎 91 小夫家 和俊 95

25 玉造温泉カントリークラブ 343 石倉 一男 76 大月 久志 85 武田 宏之 90 市川 誠 92 徳田 泰幸 93

26 山陽ゴルフ倶楽部 346 髙山 耕一 83 葛野 博 86 大倉 康永 88 虫明 晃 89 太田 美弘 111

27 新市クラシックゴルフクラブ 351 寺延 幸平 84 藤田 佳久 84 相方 裕二 91 古城 登 92 野田 直揮 94

＜個人の部＞

順位 スコア

1 71

2 73

3 74

3 74平原 稔弘 下関ゴールデンゴルフクラブ

名前

中村 尊史 徳山国際カントリー倶楽部

小谷 一弘

松下 裕治

鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース

久米カントリークラブ

所属


