
2019年度(第49回)中国アマチュアゴルフ選手権競技

[第2ラウンド]　2019年6月6日(木)

順位 選手名 所属 +/- TOT 1R 2R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R 2R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R 2R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R 2R OUT IN

★ 1 金岡 奎吾 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ -9 13566 69(34 35) ★ 谷本 孝徳 久井Ｃ +9 15378 75(39 36) 若﨑 透 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ +1515979 80(39 41) 136 温井 巧造 柳井Ｃ +2416884 84(43 41)
★ 宇喜多 飛翔 岡山御津Ｃ -9 13565 70(33 37) ★ 榎 泰志 呉Ｃ +9 15380 73(35 38) 藤田 佳久 新市ｸﾗｼｯｸＧ +1515975 84(43 41) 高橋 聡太 尾道Ｇ +2416887 81(43 38)
★ 吉田 好輝 八千代Ｃ -9 13566 69(32 37) ★ 石川 倫也 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC +9 15373 80(40 40) 大場 誠司 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +1515980 79(41 38) 138 原 一馬 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +2617086 84(47 37)
★ 4 久常 涼 湯郷石橋Ｇ -7 13766 71(35 36) ★ 松上 勝 備中高原北房Ｃ +9 15377 76(38 38) 益村 広次 広島国際Ｇ +1515982 77(37 40) 139 濵田 将吾 金城Ｃ +2717178 93(46 47)
★ 井上 俊樹 長船Ｃ -7 13770 67(35 32) ★ 50 二井 克助 広島西Ｃ +1015475 79(40 39) 金光 洋二 鬼ノ城Ｇ +1515979 80(38 42) 大島 洋二 玉野Ｇ +2717185 86(40 46)
★ 6 細野 勇策 朝陽Ｃ -6 13872 66(33 33) ★ 高田 圭一郎 湯郷石橋Ｇ +1015480 74(35 39) 佐々木 厚造 金城Ｃ +1515977 82(39 43) 狩屋 幸治 JFE瀬戸内海Ｇ +2717185 86(45 41)
★ 7 上野 陸 久米Ｃ -5 13968 71(35 36) ★ 田中 純平 広島東映Ｃ +1015480 74(33 41) 伊田 和久 岡山西Ｇ +1515980 79(37 42) 守田 昌文 井原Ｇ +2717187 84(43 41)
★ 8 三田 真弘 岡山県Ｇ協会 -4 14071 69(35 34) ★ 白井 瑛 鷹の巣Ｇ +1015475 79(37 42) 岡本 永吉 吉備Ｃ +1515974 85(45 40) 143 横野 蔵昌 笠岡Ｃ +3017490 84(47 37)
★ 9 富永 暁登 瀬野川Ｃ -3 14173 68(34 34) ★ 安藤 大祐 岡山御津Ｃ +1015476 78(37 41) 99 佐伯 幸憲 広島東映Ｃ +1616077 83(44 39) 丸山 陽介 広島紅葉Ｃ +3017491 83(39 44)
★ 清川 亨 安芸Ｃ -3 14172 69(35 34) ★ 中野 健二郎 山陽国際Ｇ +1015480 74(36 38) 本藤 正明 白竜湖Ｃ +1616084 76(38 38) 舘上 健二 福山Ｃ +3017486 88(47 41)
★ 11 坂本 柊人 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ -2 14272 70(36 34) ★ 56 柿本 聖也 柳井Ｃ +1115578 77(40 37) 谷本 司 呉Ｃ +1616082 78(39 39) 146 阿嘉 友和 大山平原Ｇ +3117592 83(40 43)
★ 笠原 瑛 鷹の巣Ｇ -2 14275 67(34 33) ★ 重藤 武士 鬼ノ城Ｇ +1115576 79(39 40) 吉本 翔雄 山口県Ｇ協会 +1616077 83(41 42) 147 岩﨑 信二 広島国際Ｇ +3217681 95(47 48)
★ 13 髙尾 淳仁 吉備高原Ｃ -1 14370 73(39 34) ★ 冨廣 陽一 芸南Ｃ +1115576 79(44 35) 李 誠 中須Ｇ +1616080 80(44 36) 148 川本 祐樹 井原Ｇ +3517991 88(46 42)
★ 14 田中 愛士 鷹の巣Ｇ ±0 14474 70(35 35) ★ 児玉 宣吾 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ +1115574 81(43 38) 田中 紘人 備中高原北房Ｃ +1616081 79(40 39) 砂原 一美 京覧Ｃ +3517988 91(47 44)
★ 佐々木 寿来 金城Ｃ ±0 14472 72(37 35) ★ 西村 勝 郷原Ｃ +1115576 79(42 37) 森田 邦彦 三原Ｃ +1616079 81(40 41) 150 寺田 正史 岡山御津Ｃ +3618089 91(48 43)
★ 16 桐谷 龍平 大山アークＣ +1 14573 72(36 36) ★ 花咲 正志 笠岡Ｃ +1115578 77(38 39) 糸賀 誠 広島Ｃ +1616079 81(38 43) 棄権丸岡 和久 東広島Ｃ 84 ( )
★ 大嶋 港 新岡山Ｇ +1 14574 71(37 34) ★ 毛利 辰徳 尾道Ｇ +1115577 78(43 35) 107 吉川 宏 大山Ｇ +1716182 79(40 39) 棄権斉藤 博 広島国際Ｇ 84 ( )
★ 18 原田 大空 湯郷石橋Ｇ +2 14673 73(36 37) ★ 畑本 太 笠岡Ｃ +1115578 77(41 36) 友森 行男 吉備高原Ｃ +1716181 80(39 41) 棄権近藤 裕人 和木Ｇ 82 ( )
★ 寺西 遼馬 賀茂Ｃ +2 14672 74(37 37) ★ 前田 智徳 鷹の巣Ｇ +1115580 75(33 42) 三奈木 幸二 中須Ｇ +1716182 79(39 40) 棄権上村 浩幸 中須Ｇ 80 ( )
★ 大嶋 宝 新岡山Ｇ +2 14673 73(37 36) ★ 中原 秀馬 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 +1115577 78(41 37) 110 藤山 開晟 湯郷石橋Ｇ +1816280 82(41 41)
★ 21 藤原 健吾 尾道Ｃ +3 14776 71(34 37) ★ 西村 和彦 徳山国際Ｃ +1115574 81(37 44) 杉崎 瑛一 尾道Ｇ +1816279 83(42 41)
★ 林 重翔 山口県Ｇ協会 +3 14773 74(39 35) ★ 佐藤 敏行 尾道Ｇ +1115575 80(42 38) 112 岡本 隆史 岡山Ｇ +1916384 79(38 41)
★ 大嶋 炎 新岡山Ｇ +3 14772 75(39 36) ★ 68 斎藤 正成 広島紅葉Ｃ +1215681 75(39 36) 下江 弘 岡山西Ｇ +1916385 78(38 40)
★ 24 関 皐太 笠岡Ｃ +4 14872 76(37 39) ★ 森上 耀介 岡山国際Ｇ +1215677 79(41 38) 吉田 真章 長船Ｃ +1916378 85(42 43)
★ 中谷 樹 長船Ｃ +4 14875 73(37 36) ★ 荒木 洋二 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ +1215681 75(37 38) 岩本 信義 瀬戸大橋Ｃ +1916380 83(41 42)
★ 吉田 朋樹 広島県Ｇ協会 +4 14873 75(39 36) ★ 小川 龍雅 瀬戸大橋Ｃ +1215677 79(39 40) 116 高木 英洋 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ +2016479 85(45 40)
★ 27 沖田 悠輔 広島紅葉Ｃ +5 14975 74(36 38) ★ 秀山 輝 山口県Ｇ協会 +1215679 77(38 39) 小川 寿興翔 山口県Ｇ協会 +2016488 76(37 39)
★ 縄田 修一 山口県Ｇ協会 +5 14971 78(41 37) ★ 73 野坂 寛正 山口県Ｇ協会 +1315781 76(37 39) 夢野 順二 旭国際Ｇ +2016483 81(43 38)
★ 葛野 博 山陽Ｇ +5 14975 74(38 36) ★ 山本 盛亮 井原Ｇ +1315780 77(39 38) 松嶋 治 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 +2016480 84(43 41)
★ 唐下 明徒 鷹の巣Ｇ +5 14975 74(34 40) ★ 森川 大輔 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ +1315776 81(44 37) 熊 由樹也 新岡山Ｇ +2016483 81(42 39)
★ 藤井 勝成 岡山国際Ｇ +5 14972 77(40 37) ★ 赤坂 正雄 久米Ｃ +1315776 81(42 39) 竹内 茂 広島東映Ｃ +2016483 81(40 41)
★ 小西 勝典 金城Ｃ +5 14974 75(36 39) ★ 古宮 由勢 笠岡Ｃ +1315778 79(40 39) 森定 直樹 白竜湖Ｃ +2016483 81(38 43)
★ 33 前原 光弘 岡山御津Ｃ +6 15075 75(38 37) ★ 髙山 慎一郎 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ +1315778 79(40 39) 123 吉本 四徳 鷹の巣Ｇ +2116584 81(44 37)
★ 東 大智 山口県Ｇ協会 +6 15071 79(42 37) ★ 木本 大志 鳥取県Ｇ協会 +1315775 82(43 39) 守谷 征広 赤坂Ｃ +2116585 80(40 40)
★ 山根 大輝 呉Ｃ +6 15076 74(38 36) ★ 臼井 稔 広島安佐Ｇ +1315777 80(39 41) 大島 一洋 吉備高原Ｃ +2116580 85(43 42)
★ 河邉 匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ +6 15079 71(35 36) ★ 木下 洋一 大山平原Ｇ +1315777 80(42 38) 梶川 進 広島Ｃ +2116580 85(43 42)
★ 37 窪田 大紀 パインツリーＧ +7 15174 77(38 39) ★ 米原 海斗 大山アークＣ +1315782 75(37 38) 森崎 公也 湯郷石橋Ｇ +2116581 84(44 40)
★ 瀬尾 彰男 広島国際Ｇ +7 15175 76(40 36) ★ 永田 芽偉 玉造温泉Ｃ +1315781 76(35 41) 浜田 稔 湯郷石橋Ｇ +2116586 79(38 41)
★ 山上 寛海 岡山Ｇ +7 15173 78(36 42) ★ 宮崎 稔之 金城Ｃ +1315781 76(41 35) 花田 仁志 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 +2116584 81(42 39)
★ 花江 一優 ランドマークＧ +7 15173 78(40 38) 85 田原 真一郎 芸南Ｃ +1415876 82(38 44) 130 島岡 良二 旭国際Ｇ +2216684 82(41 41)
★ 41 髙橋 海理 久米Ｃ +8 15280 72(37 35) 長友 悠司 鬼ノ城Ｇ +1415879 79(38 41) 本田 満 徳山国際Ｃ +2216685 81(42 39)
★ 廣田 直人 広島県Ｇ協会 +8 15278 74(38 36) 広藤 大樹 金城Ｃ +1415872 86(45 41) 132 河﨑 雄二 鳥取Ｃ +2316779 88(43 45)
★ 43 末田 正治 広島Ｃ +9 15376 77(37 40) 河野 靖志 広島県Ｇ協会 +1415878 80(41 39) 眞田 惣太 松永Ｃ +2316785 82(45 37)
★ 竹内 浩次郎 日本原Ｃ +9 15376 77(38 39) 釜屋 宏基 瀬野川Ｃ +1415876 82(41 41) 池本 燿由貴 鷹の巣Ｇ +2316780 87(49 38)
★ 垰 一臣 鷹の巣Ｇ +9 15377 76(37 39) 90 藤井 勝行 新岡山Ｇ +1515978 81(44 37) 中間 祐介 柳井Ｃ +2316784 83(45 38)

★印予選通過者 競技委員長　　谷　本　雄　謙
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