
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 山上 寛海 岡山Ｇ 229 廣田 直人 広島県Ｇ協会 229 窪田 大紀 パインツリーＧ 230 前原 光弘 岡山御津Ｃ 230 1 7:30 竹内 浩次郎 日本原Ｃ 230 垰 一臣 鷹の巣Ｇ 230 田中 純平 広島東映Ｃ 230 高田 圭一郎 湯郷石橋Ｇ 230

2 7:39 関 皐太 笠岡Ｃ 226 河邉 匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ 228 木本 大志 鳥取県Ｇ協会 228 髙橋 海理 久米Ｃ 229 2 7:39 中原 秀馬 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 230 松上 勝 備中高原北房Ｃ 231 古宮 由勢 笠岡Ｃ 231 安藤 大祐 岡山御津Ｃ 232

3 7:48 縄田 修一 山口県Ｇ協会 224 沖田 悠輔 広島紅葉Ｃ 225 東 大智 山口県Ｇ協会 226 葛野 博 山陽Ｇ 226 3 7:48 花咲 正志 笠岡Ｃ 232 畑本 太 笠岡Ｃ 232 花江 一優 ランドマークＧ 233 瀬尾 彰男 広島国際Ｇ 233

4 7:57 田中 愛士 鷹の巣Ｇ 222 山根 大輝 呉Ｃ 223 中谷 樹 長船Ｃ 223 大嶋 港 新岡山Ｇ 223 4 7:57 西村 勝 郷原Ｃ 233 毛利 辰徳 尾道Ｇ 233 榎 泰志 呉Ｃ 234 前田 智徳 鷹の巣Ｇ 234

5 8:06 林 重翔 山口県Ｇ協会 221 藤原 健吾 尾道Ｃ 221 吉田 朋樹 広島県Ｇ協会 222 原田 大空 湯郷石橋Ｇ 222 5 8:06 秀山 輝 山口県Ｇ協会 234 米原 海斗 大山アークＣ 234 小川 龍雅 瀬戸大橋Ｃ 235 荒木 洋二 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ 235

6 8:15 藤井 勝成 岡山国際Ｇ 219 大嶋 宝 新岡山Ｇ 219 寺西 遼馬 賀茂Ｃ 220 桐谷 龍平 大山アークＣ 220 6 8:15 西村 和彦 徳山国際Ｃ 236 白井 瑛 鷹の巣Ｇ 237 斎藤 正成 広島紅葉Ｃ 237 永田 芽偉 玉造温泉Ｃ 237

7 8:24 大嶋 炎 新岡山Ｇ 217 佐々木 寿来 金城Ｃ 217 清川 亨 安芸Ｃ 217 唐下 明徒 鷹の巣Ｇ 218 7 8:24 木下 洋一 大山平原Ｇ 237 二井 克助 広島西Ｃ 238 中野 健二郎 山陽国際Ｇ 238 谷本 孝徳 久井Ｃ 239

8 8:33 井上 俊樹 長船Ｃ 213 上野 陸 久米Ｃ 213 久常 涼 湯郷石橋Ｇ 213 笠原 瑛 鷹の巣Ｇ 214 8 8:33 森上 耀介 岡山国際Ｇ 239 野坂 寛正 山口県Ｇ協会 240 森川 大輔 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ 240 重藤 武士 鬼ノ城Ｇ 241

9 8:42 金岡 奎吾 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ 212 髙尾 淳仁 吉備高原Ｃ 213 坂本 柊人 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ 213 三田 真弘 岡山県Ｇ協会 213 9 8:42 柿本 聖也 柳井Ｃ 241 山本 盛亮 井原Ｇ 242 臼井 稔 広島安佐Ｇ 243 髙山 慎一郎 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ 244

10 8:51 宇喜多 飛翔 岡山御津Ｃ 206 細野 勇策 朝陽Ｃ 210 吉田 好輝 八千代Ｃ 211 富永 暁登 瀬野川Ｃ 212

★ スタート時刻変更およびラウンドの中止等、今後の変更事項についてはCGUホームページ又はクラブハウス内に告知するのでご確認ください。
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。
(グリーンバーズゴルフ倶楽部：TEL.0847-33-1751)

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

2019年度(第49回)中国アマチュアゴルフ選手権競技

( 6,878Yards  Par 72)

(参加者：76名)

スタート時刻及び組み合わせ表

[第4ラウンド：2019年06月08日(土)]

グリーンバーズゴルフ倶楽部

主催：中国ゴルフ連盟

選手名 選手名 選手名

CGUCHUGOKU GOLF UION

選手名 選手名 選手名 選手名 選手名


