
1st Tee 10th Tee
№ TIME 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ № TIME 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ 所属 ｽｺｱ

1 7:30 臼井 稔 広島安佐Ｇ 白井 健一 たけべの森Ｇ 北川 厚補 備中高原北房Ｃ 西田 由雄 宇部７２Ｃ 1 7:30 光成 勇司 新市ｸﾗｼｯｸＧ 松浦 良二 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ 三間地 和正 山口レインボー 伊藤 祐作 岡山御津Ｃ

2 7:39 松本 新語 久米Ｃ 山﨑 吾朗 島根Ｇ 新後 博司 岡山国際Ｇ 坂部 祐司 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ 2 7:39 棗田 宜治 太田川Ｇ 田口 一郎 新岡山Ｇ 近藤 公一郎 岡山Ｃ 古川 栄太郎 浜田ｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ

3 7:48 吉川 宏 大山Ｇ 武田 俊範 日本原Ｃ 友杉 誠 吉備高原Ｃ 村上 邦秀 山陽国際Ｇ 3 7:48 松本 龍二 久米Ｃ 多田 伸浩 尾道Ｇ 水口 敏彦 広島Ｃ 下岸 毅 山陽国際Ｇ

4 7:57 花咲 正志 笠岡Ｃ 上田 敬人 山口県Ｇ協会 山田 雅大 和木Ｇ 西山 高義 山陽Ｇ 4 7:57 安宅 守重 広島東映Ｃ 古谷 栄一 玉野Ｇ 稲村 栄 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ 戸山 栄 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽

5 8:06 中國 修 朝陽Ｃ 小田 弟一 岡山霞橋Ｇ 南部 千代徳 たけべの森Ｇ 松塚 茂治 和木Ｇ 5 8:06 亀石 浩幸 柳井Ｃ 村上 徹 山口県Ｇ協会 建部 智 島根Ｇ 大倉 康永 山陽Ｇ

6 8:15 前田 将明 大山アークＣ 三崎 哲則 山口レインボー 豊田 文明 ｻﾞ･ｵｰｸﾚｯﾄＧ 井上 鐘鳴 山口県Ｇ協会 6 8:15 浅海 健二 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 新宅 昭雄 広島紅葉Ｃ 太田 美弘 山陽Ｇ 西川 弘昭 福山Ｃ

7 8:24 西村 勝 郷原Ｃ 田中 宏明 八千代Ｃ 木下 栄和 岡山霞橋Ｇ 佐藤 善雄 笠岡Ｃ 7 8:24 赤坂 正雄 久米Ｃ 安田 十三夫 島根Ｇ 桑原 寿明 本郷Ｃ 村上 信二 岡山Ｇ

8 8:33 紀村 勝也 岡山霞橋Ｇ 小林 浩二 福山Ｇ 岡崎 峰夫 山陽国際Ｇ 薮井 友一 東児が丘 8 8:33 永易 孝司 広島国際Ｇ 豊柴 博幸 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ 伊藤 基 長船Ｃ 田盛 由紀 広島安佐Ｇ

9 8:42 平野 早人 山口レインボー 藤田 浩幸 賀茂Ｃ 谷本 保 鳥取県Ｇ協会 藤井 建一 徳山国際Ｃ 9 8:42 宗友 信夫 岡山国際Ｇ 伊東 省三 庄原Ｃ 山根 信幸 鷹の巣Ｇ 篠原 耕造 岡山霞橋Ｇ

10 8:51 福原 慶太 広島Ｃ 松上 勝 備中高原北房Ｃ 藤 聖隆 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 森本 良隆 広島安佐Ｇ 10 8:51 重藤 武士 鬼ノ城Ｇ 谷岡 俊昭 備中高原北房Ｃ 定森 辰男 千代田OGM 山根 富雄 大山Ｇ

11 9:00 成田 秀昭 大山アークＣ 山本 茂義 久米Ｃ 末島 博 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 黒松 忍 山陽国際Ｇ 11 9:00 児玉 克己 中須Ｇ 谷口 邦雄 東児が丘 堀部 秀男 京覧Ｃ 桶田 成樹 新岡山Ｇ

12 9:09 蛭子 宗夫 鷹の巣Ｇ 諏澤 一 笠岡Ｃ 豊島 康司 美作Ｃ 兼永 幸也 尾道Ｇ 12 9:09 村本 雅典 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 山崎 正真 湯郷石橋Ｇ 西村 明人 真庭Ｃ

13 9:18 伊田 和久 岡山西Ｇ 田中 昌宏 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ 武田 裕一 京覧Ｃ 大森 祐重 新岡山Ｇ 13 9:18 温井 巧造 柳井Ｃ 山本 彰 山口レインボー 古川 久男 ｻﾞ･ｵｰｸﾚｯﾄＧ 宇野 孝明 岡山国際Ｇ

14 9:27 藤枝 勉 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 山本 理哉 広島Ｃ 福田 文彦 周防Ｃ 神田 喜代三 瀬野川Ｃ 14 9:27 塚田 友宏 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ 貞清 寛行 久井Ｃ 山崎 敏郎 島根Ｇ 出原 俊孝 尾道Ｇ

15 9:36 池本 燿由貴 鷹の巣Ｇ 原 富紀 久米Ｃ 枝光 泰信 パインツリーＧ 宮崎 忠 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ 15 9:36 森 栄治 太田川Ｇ 田山 節夫 広島Ｇ 林 孝人 山陽Ｇ 村本 亘 大山アークＣ

16 9:45 長谷 広志 島根県Ｇ協会 釜屋 宏基 瀬野川Ｃ 井上 繁 尾道うずしおＣ 前田 道夫 岡山Ｃ 16 9:45 蔭本 一義 広島安佐Ｇ 勝原 宜浩 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸＧ 小山 剛 宇部７２Ｃ 西江 浩雪 松永Ｃ

17 9:54 上田 弘 広島国際Ｇ 本田 満 徳山国際Ｃ 大倉 将宏 尾道Ｇ 田邉 元男 パインツリーＧ 17 9:54 村尾 憲明 呉Ｃ 森定 直樹 尾道うずしおＣ 野島 峻 宇部７２Ｃ 三木 寛 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ

18 10:03 宇野 英樹 たけべの森Ｇ 金原 正幸 広島東映Ｃ 田中 一義 東広島Ｃ 斉藤 久成 金城Ｃ 18 10:03 友次 則夫 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ 政安 久夫 久米Ｃ 増田 恵秋 瀬野川Ｃ 小川 哲生 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽

19 10:12 唐土 武士 呉Ｃ 山田 龍雄 広島国際Ｇ 矢野 秀雄 岡山国際Ｇ 沖原 敏明 朝陽Ｃ 19 10:12 金城 三郎 宇部７２Ｃ 浮田 邦彦 三原Ｃ 明石 啓児 山陽国際Ｇ 片山 勝正 長船Ｃ

20 10:21 平田 祐三 下関Ｇ 保都 文利 備中高原北房Ｃ 佐和 政憲 玉造温泉Ｃ 角谷 徹 尾道Ｃ 20 10:21 同前 康 後楽Ｇ 松嶋 伸幸 柳井Ｃ 長谷川 宰 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ 矢島 克美 出雲空港Ｃ

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本部まで連絡のこと。
(倉敷カントリー倶楽部：TEL.086-462-5000)

☆ 無断⽋場は、来年度の当該競技への出場を停⽌する。 競技委員⻑ 　⾕　本　雄　謙

2018年度(第48回)中国シニアゴルフ選⼿権競技

( 6,574Yards  Par 72)

(参加者：159名)

スタート時刻及び組み合わせ表
[第1ラウンド：2018年09⽉26⽇(⽔)]

倉敷カントリー倶楽部
主催：中国ゴルフ連盟

選手名 選手名 選手名
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選手名 選手名 選手名 選手名 選手名


