
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 釜須 雄基 フリー 145 ＠ 板東 寿匡 徳島C 145 ＠ 重友 稜央 岡山県Ｇ協会 145 八木 敦士 Kochi黒潮C 145 1 7:30 池田 有生 グランプリ 145 チャンド ディネッシュ AREX 145 ＠ 板東 篤司 徳島C 145 ＠ 浜崎 恵虎 玉造温泉Ｃ 145

2 7:40 ＠ 原田 大空 湯郷石橋Ｇ 144 ＠ 田中 愛士 鷹の巣Ｇ 144 石徳 俊樹 広島Ｃ 144 池田 浩二 大日電機工業 144 2 7:40 兼本 貴司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ 145 ＠ 多田 旺生 徳島C 146 ＠ 米原 海斗 大山アークＣ 146 桑村 幸延 フリー 146

3 7:50 ＠ 寺西 遼馬 賀茂Ｃ 144 荒木 一貴 鬼ノ城Ｇ 144 﨑川 将司 鮎滝C 144 西岡 宏晃 志度C 144 3 7:50 田原 誠二 広島Ｃ 146 松原 裕人 呉Ｃ 146 池田 誠 グランプリ 146 後藤 庸之 呉Ｃ 146

4 8:00 岡茂 洋雄 鷹の巣Ｇ 144 和田 嘉晴 Kochi黒潮C 144 ＠ 香川 大樹 新居浜C 144 ＠ 野田 倫汰郎 高松グランドC 144 4 8:00 谷中 宏至 高松グランドC 146 山﨑 正弘 ウッディGS 146 田中 秀道 信和G 147 中島 武志 フリー 147

5 8:10 山本 豊秀 パシフィックG 143 立花 亮 広島Ｃ 143 長谷川 祥平 フリー 144 広田 悟 TOSHIN 144 5 8:10 木谷 武裕 芸南Ｃ 147 笠原 広規 フリー 147 高橋 佳伸 OGAWA GOLF 147 砂入 雅之 アイエス工房 147

6 8:20 ＠ 奥田 善則 安芸Ｃ 142 佐藤 玲太 山陽国際Ｇ 142 小田 孝憲 広島Ｃ 143 草瀬 大志 フリー 143 6 8:20 和田 敏彦 ロイヤルGG 147 ＠ 岡田 大樹 安芸Ｃ 148 ＠ 古川 惣一朗 JクラシックG 148 ＠ 亀井 壮汰 琴平C 148

7 8:30 石川 裕貴 フリー 141 藤井 伸一 フリー 142 新田 あきひろ フリー 142 多田 知広 フリー 142 7 8:30 坂本 圭治 G.Select 148 ＠ 木本 大志 鳥取県Ｇ協会 148 藤井 泰山 ﾘｼﾞｮｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 148 ＠ 井上 俊樹 小豆島ｼｰｻｲﾄﾞG 149

8 8:40 すし 石垣 ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ 140 久志岡 亮 鷹の巣Ｇ 140 原 敏之 センコー 140 ＠ 吉田 好輝 八千代Ｃ 141 8 8:40 﨑山 功規 フリー 149 野村 孝義 山陽Ｇ 149 菊山 暢介 フリー 149 ＠ 白井 瑛 鷹の巣Ｇ 150

9 8:50 橋本 龍位 フリー 138 河井 博大 アップフロント 139 橋本 健太ﾕｰｼﾞｰﾝ 西日本ビルド 139 大宮 正幸 フリー 139 9 8:50 重信 秀人 明興テクノス 150 ＠ 井上 貴弘 Kochi黒潮C 150 ＠ 馬屋原 軌一 尾道Ｇ 150 末岡 昭浩 瀬野川Ｃ 150

10 9:00 弘井 太郎 Kochi黒潮C 137 片岡 英史 長船Ｃ 137 松本 哲也 RIZAP 138 森川 将樹 芸南Ｃ 138 10 9:00 ＠ 髙尾 淳仁 吉備高原Ｃ 150 ＠ 田中 勤 松山ｼｰｻｲﾄﾞC 150 ＠ 中谷 樹 長船Ｃ 150

11 9:10 前田 紘成 土佐C 136 沖野 克文 舟入ＧＧ 136 河野 祐輝 NTT西日本ｱｾｯﾄ 137 三島 武蔵 後楽Ｇ 137 11 9:10 大下 勇 フリー 150 ＠ 東 大智 ﾀｶｶﾞﾜ新琴南G 150 ＠ 垰 一臣 瀬野川Ｃ 150

＠アマチュア

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。
(鷹の巣ゴルフクラブ：TEL.0829-74-3111)

☆ 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

選手名 選手名 選手名選手名 選手名 選手名 選手名 選手名

2018年度(第48回)良和ハウス中四国オープンゴルフ選⼿権競技

( 7,090Yards  Par 72)

(参加者：86名)

スタート時刻及び組み合わせ表
[第3ラウンド：2018年09⽉01⽇(⼟)]

鷹の巣ゴルフクラブ
主催：中国ゴルフ連盟・四国ゴルフ連盟


