
アウト
組 時 刻 所 属 所 属 所 属 所 属

1 7:30 岩﨑 智大 広島国際Ｇ 窪田 耕三 笠岡Ｃ 永田 泰三 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山

2 7:39 今西 活自 長船Ｃ 高垣 英二 瀬野川Ｃ 尾尻 真栄 安芸Ｃ

3 7:48 中國 修 朝陽Ｃ 山下 正一 大社Ｃ 河本 益延 湯郷石橋Ｇ 金田 進 広島紅葉Ｃ

4 7:57 山田 雅大 和木Ｇ 榎 泰志 呉Ｃ 池田 隆二 たけべの森Ｇ 日高 薫 京覧Ｃ

5 8:06 黒瀬 博 三原Ｃ 松本 龍二 久米Ｃ 桐谷 龍平 大山アークＣ 義田 泰彦 瀬戸大橋Ｃ

6 8:15 佐伯 幸憲 広島東映Ｃ 谷本 孝徳 久井Ｃ 本田 満 徳山国際Ｃ 金森 透 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ

7 8:24 堀田 純 北房Ｃ 白濵 高文 笠岡Ｃ 原田 研作 広島Ｇ 村岡 秀樹 山口レインボー

8 8:33 上田 弘 広島国際Ｇ 原田 宗一郎 吉備高原Ｃ 藤 聖隆 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 岡本 正彦 長船Ｃ

9 8:42 竹原 昌美 瀬野川Ｃ 森川 徹 安芸Ｃ 田辺 和幸 朝陽Ｃ 和田 篤志 大社Ｃ

10 8:51 深水 新吾 湯郷石橋Ｇ 新宅 昭雄 広島紅葉Ｃ 國行 孝史 和木Ｇ 唐土 武士 呉Ｃ

11 9:00 南部 千代徳 たけべの森Ｇ 武田 裕一 京覧Ｃ 宮田 敬司 三原Ｃ 松下 裕治 久米Ｃ

12 9:09 東 豊 大山アークＣ 三宅 猛 瀬戸大橋Ｃ 金原 正幸 広島東映Ｃ 溝上 孔泉 久井Ｃ

13 9:18 都濃 善朗 徳山国際Ｃ 水口 賢一 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ 保都 文利 北房Ｃ 内田 光一 吉備高原Ｃ

14 9:27 田山 節夫 広島Ｇ 新本 節男 山口レインボー 永易 孝司 広島国際Ｇ 花咲 正志 笠岡Ｃ

15 9:36 梅林 寿行 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 吉田 真章 長船Ｃ 竹久保 孝士 瀬野川Ｃ 黒川 直広 安芸Ｃ

16 9:45 藤川 省吾 朝陽Ｃ 泉 誠司 大社Ｃ 森本 真澄 湯郷石橋Ｇ 服部 彰彦 広島紅葉Ｃ

17 9:54 廣幡 英和 和木Ｇ 中尾 学司 呉Ｃ 白井 健一 たけべの森Ｇ 村上 公俊 京覧Ｃ

イン
組 時 刻 所 属 所 属 所 属 所 属

1 7:30 浮田 邦彦 三原Ｃ 原 富紀 久米Ｃ 前田 将明 大山アークＣ 掛谷 政夫 瀬戸大橋Ｃ

2 7:39 田中 一平 広島東映Ｃ 高垣 昌明 久井Ｃ 三宅 武光 徳山国際Ｃ 松尾 達雄 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ

3 7:48 田中 紘人 北房Ｃ 多田 和浩 吉備高原Ｃ 金澤 武津生 広島Ｇ 平野 早人 山口レインボー

4 7:57 瀬尾 彰男 広島国際Ｇ 古和 聡 笠岡Ｃ 藤枝 勉 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 難波 二三男 長船Ｃ

5 8:06 垰 一臣 瀬野川Ｃ 岡村 盛司 安芸Ｃ 大田 英司 朝陽Ｃ 岡本 剛徳 大社Ｃ

6 8:15 濵田 浩平 湯郷石橋Ｇ 大盛 徹 広島紅葉Ｃ 喜多村 茂 和木Ｇ 新田 博文 呉Ｃ

7 8:24 三井 敏雄 たけべの森Ｇ 松木 敏彦 京覧Ｃ 森田 邦彦 三原Ｃ 松本 新語 久米Ｃ

8 8:33 大西 孝司 大山アークＣ 岩本 信義 瀬戸大橋Ｃ 正路 和也 広島東映Ｃ 小川 浩一 久井Ｃ

9 8:42 西村 和彦 徳山国際Ｃ 福田 操 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ 松上 勝 北房Ｃ 上田 昌志 吉備高原Ｃ

10 8:51 大湊 孝之 広島Ｇ 武永 正晴 山口レインボー 蓮池 一心 広島国際Ｇ 畑本 太 笠岡Ｃ

11 9:00 細田 敦範 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 浅田 宏之 長船Ｃ 釜屋 宏基 瀬野川Ｃ 奥田 善則 安芸Ｃ

12 9:09 星木 武三 朝陽Ｃ 三原 明典 大社Ｃ 大山 靖博 湯郷石橋Ｇ 佐々木 智裕 広島紅葉Ｃ

13 9:18 山本屋 徹 和木Ｇ 村尾 憲明 呉Ｃ 佐々木 秀人 たけべの森Ｇ 砂原 一美 京覧Ｃ

14 9:27 山中 秋夫 三原Ｃ 赤坂 正雄 久米Ｃ 木村 祐介 大山アークＣ 関川 和夫 瀬戸大橋Ｃ

15 9:36 安宅 守重 広島東映Ｃ 松本 昌彦 久井Ｃ 中村 尊史 徳山国際Ｃ 荒木 洋二 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ

16 9:45 仁宮 祐典 北房Ｃ 三村 和成 吉備高原Ｃ 隠地 泰賢 広島Ｇ 中村 雅則 山口レインボー

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
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2017年度(第47回)中国インタークラブゴルフ競技決勝

スタート時刻及び組み合わせ表

[平成29年10月31日(火)]
三原カンツリークラブ
主催：中国ゴルフ連盟

  (参加クラブ：26クラブ　130名）

( 6,316Yards  Par 72)
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