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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 岡崎 弘雲 山陽Ｇ 森田 公昭 鷹の巣Ｇ 原田 賢太郎 広島紅葉Ｃ 沖畠 昭仁 広島県Ｇ協会 1 7:30 北川 勝之 広島西Ｃ 小笠原 孝弘 東広島Ｃ 川光 守 広島国際Ｇ 高橋 喜代治 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽

2 7:39 瀧口 徹 広島紅葉Ｃ 山下 正一 いづも大社Ｃ 梶本 誠 千代田G 古田 真規 広島安佐Ｇ 2 7:39 岡田 大樹 安芸Ｃ 沖村 柊 広島国際Ｇ 辻 大成 鷹の巣Ｇ 高橋 聡太 尾道Ｇ

3 7:48 高田 圭一郎 湯郷石橋Ｇ 荒谷 宗之介 広島国際Ｇ 平井 大雅 鷹の巣Ｇ 石本 千太朗 広島県Ｇ協会 3 7:48 本藤 正明 白竜湖Ｃ 岡田 正洋 広島佐伯Ｃ 須藤 誠 尾道Ｇ 髙島 雄司 広島紅葉Ｃ

4 7:57 米田 崇 出雲空港Ｃ 土本 健二 広島紅葉Ｃ 西本 英次 鷹の巣Ｇ 岡田 憲吾 東広島Ｃ 4 7:57 森川 大輔 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ 瀬尾 彰男 広島国際Ｇ 吉村 雄二 美和Ｇ 神原 渉 尾道Ｇ

5 8:06 江草 悠斗 岡山県Ｇ協会 山内 颯 山口県Ｇ協会 山手 翔悟 広島紅葉Ｃ 5 8:06 森上 耀介 岡山国際Ｇ 有本 紫音 郷原Ｃ 尾上 貴靖 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ 安藤 輝 岡山県Ｇ協会

6 8:15 中川 秀之 千代田G 福永 功 芸南Ｃ 濱咲 浩志 広島国際Ｇ 谷山 信生 中須Ｇ 6 8:15 藤田 昭裕 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ 榎 泰志 呉Ｃ 荒木 翔也 パインツリーＧ 中村 知之 広島西Ｃ

7 8:24 有本 雄一 郷原Ｃ 村上 幸太郎 広島県Ｇ協会 藤井 巌 広島Ｇ 幡司 道士哉 岡山Ｇ 7 8:24 三原 颯真 いづも大社Ｃ 松浦 佑斎 岡山県Ｇ協会 細川 淳矢 尾道Ｇ 西原 青空 山口県Ｇ協会

8 8:33 髙尾 淳仁 吉備高原Ｃ 毛利 辰徳 尾道Ｇ 中本 旺希 瀬野川Ｃ 馬城 颯士 広島県Ｇ協会 8 8:33 安藤 大祐 岡山御津Ｃ 田山 節夫 広島Ｇ 丸本 克哉 広島佐伯Ｃ 重村 正志 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ

9 8:42 竹久保 孝士 広島Ｃ 波光 弘敬 広島国際Ｇ 坂本 充弘 千代田G 坂根 研二 和木Ｇ 9 8:42 奥山 祥司 賀茂Ｃ 谷口 公啓 鷹の巣Ｇ 舩岡 辰彦 広島紅葉Ｃ 深見 博隆 広島県Ｇ協会

10 8:51 越智 寛典 広島西Ｃ 三原 明典 いづも大社Ｃ 榎木 亮次 広島Ｃ 片山 正雅 美和Ｇ 10 8:51 河野 祐弥 笠岡Ｃ 河邉 匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ 細川 達矢 尾道Ｇ 松浦 咲芳 岡山県Ｇ協会

11 9:00 吉田 朋樹 広島県Ｇ協会 浜崎 恵虎 玉造温泉Ｃ 白井 瑛 鷹の巣Ｇ 河村 璃空 広島紅葉Ｃ 11 9:00 戎崎 雅治 宇部７２Ｃ 宗綱 秀臣 広島県Ｇ協会 田中 透 広島国際Ｇ 遠崎 秀一 広島紅葉Ｃ

12 9:09 温井 巧造 柳井Ｃ 水口 賢一 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ 唐木田 哲也 安芸Ｃ 戸山 栄 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 12 9:09 迫田 浩荘 尾道うずしおＣ 深川 武 広島紅葉Ｃ 竹原 修一 柳井Ｃ 小林 弘幸 鷹の巣Ｇ

13 9:18 三奈木 幸二 中須Ｇ 定森 辰男 千代田G 中川 裕二 東広島Ｃ 西村 良祐 広島紅葉Ｃ 13 9:18 二井 克助 広島西Ｃ 中本 富貴登 広島紅葉Ｃ 水本 昭洋 朝陽Ｃ 森 弘正 中須Ｇ

14 9:27 前田 智徳 鷹の巣Ｇ 新宮 正識 賀茂Ｃ 岡田 竜二 広島紅葉Ｃ 花野 勝美 徳山Ｃ 14 9:27 古澤 嘉久 柳井Ｃ 五百木 康雅 広島紅葉Ｃ 河田 浩治 笠岡Ｃ 新井 龍一 和木Ｇ

15 9:36 李 誠 中須Ｇ 粟村 俊也 山口県Ｇ協会 藤原 章太郎 鷹の巣Ｇ 出口 祐樹 安芸Ｃ 15 9:36 髙橋 海理 久米Ｃ 成田 遊聡 広島国際Ｇ 安原 大智 尾道Ｇ 柳田 基希 広島佐伯Ｃ

16 9:45 菅 利彦 広島紅葉Ｃ 村上 武 山口県Ｇ協会 武田 昇逸郎 広島Ｇ 古閑 義之 宮島Ｃ 16 9:45 垰 一臣 鷹の巣Ｇ 小島 豊宏 広島Ｇ 斎藤 正成 広島紅葉Ｃ 林 健太郎 芸南Ｃ

17 9:54 上杉 恒美 宮島志和Ｃ 四通田 伸 瀬野川Ｃ 藤津 圭二 山口県Ｇ協会 17 9:54 河村 竜太 山口県Ｇ協会 津曲 治 広島県Ｇ協会 村上 昭博 中須Ｇ

★ 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。
(戸山カンツリークラブ：TEL.082-839-3266)

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  後　藤　俊　明

2019年度(第49回)中四国オープンゴルフ選手権アマチュア予選競技

( 6,711Yards  Par 72)

(参加者：133名)

スタート時刻及び組み合わせ表

[2019年07月04日(木)]

戸山カンツリークラブ

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


