
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 同前 康 後楽Ｇ 77 河本 勇 山陽国際Ｇ 77 石田 寛治 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 77 政安 久夫 久米Ｃ 77 1 7:30 江尻 邦夫 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 77 伊田 和久 岡山西Ｇ 77 花咲 正志 笠岡Ｃ 78 木下 栄和 岡山霞橋Ｇ 78

2 7:39 長迫 厚務 チェリーＧ 77 菅川 貢 金城Ｃ 77 伊藤 基 長船Ｃ 77 谷口 邦雄 東児が丘 77 2 7:39 矢野 喜郎 島根Ｇ 78 楢原 弘也 山陽Ｇ 78 鹿嶋 英一郎 宇部７２Ｃ 78 柏谷 茂 広島Ｇ 78

3 7:48 佐々木 厚造 金城Ｃ 76 田辺 和幸 朝陽Ｃ 76 香川 清則 広島国際Ｇ 76 大田 英司 朝陽Ｃ 76 3 7:48 梶川 進 広島Ｃ 78 河内 智之 芸南Ｃ 78 清水 勇 下関Ｇ 78 中國 修 朝陽Ｃ 78

4 7:57 平田 祐三 下関Ｇ 75 重藤 武士 鬼ノ城Ｇ 75 本田 満 徳山国際Ｃ 75 南部 千代徳 たけべの森Ｇ 76 4 7:57 金原 正幸 広島東映Ｃ 78 山田 雅大 和木Ｇ 78 広島国際Ｇ 78 村上 公俊 京覧Ｃ 78

5 8:06 新宅 昭雄 広島紅葉Ｃ 75 永易 孝司 広島国際Ｇ 75 平山 泰広 山口県Ｇ協会 75 小西 勝典 金城Ｃ 76 5 8:06 内藤 宣人 岡山霞橋Ｇ 79 平野 早人 山口レインボー 79 臼井 稔 広島安佐Ｇ 79 松本 新語 久米Ｃ 79

6 8:15 温井 巧造 柳井Ｃ 74 浮田 邦彦 三原Ｃ 74 新後 博司 岡山国際Ｇ 75 原 正美 徳山国際Ｃ 75 6 8:15 王新 忠広 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 79 森 栄治 太田川Ｇ 79 阿部 伸哉 岡山Ｃ 79 福原 慶太 広島Ｃ 79

7 8:24 大倉 将宏 尾道Ｇ 74 藤原 勝志 岡山Ｇ 74 村本 俊彦 和木Ｇ 74 藤田 稔 徳山Ｃ 74 7 8:24 河内 良忠 後楽Ｇ 79 吉村 浩明 広島西Ｃ 79 岩本 信義 瀬戸大橋Ｃ 79 北山 敬三 広島Ｃ 79

8 8:33 李 誠 中須Ｇ 73 友次 則夫 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ 73 石丸 文雄 岡山西Ｇ 73 田口 一郎 新岡山Ｇ 74 8 8:33 坂田 和也 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ 79 弘瀬 敦生 JFE瀬戸内海Ｇ 80 嵐谷 弘徳 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸＧ 80 羽村 雅彦 長船Ｃ 80

9 8:42 深野 智文 周南Ｃ 72 難波 幸二 大山Ｇ 73 浅海 健二 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 73 黒川 直広 安芸Ｃ 73 9 8:42 蛭子 宗夫 鷹の巣Ｇ 80 白井 健一 たけべの森Ｇ 80 西村 勝 郷原Ｃ 80 堀 功一 広島紅葉Ｃ 80

10 8:51 村本 雅典 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 71 松尾 修史 日本原Ｃ 71 松本 昌彦 久井Ｃ 72 亀石 浩幸 柳井Ｃ 72 10 8:51 島岡 良二 旭国際Ｇ 80 保都 文利 備中高原北房Ｃ 80 川上 俊一 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ 80

11 9:00 金澤 武津生 広島Ｇ 69 桂 浩倫 山陽国際Ｇ 70 紀村 勝也 岡山霞橋Ｇ 70 赤坂 正雄 久米Ｃ 71

★ 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。
(下関ゴールデンゴルフクラブ：TEL.083-282-2311)

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)中国シニアゴルフ選手権競技

( 6,488Yards  Par 72)

(参加者：83名)

スタート時刻及び組み合わせ表

[第2ラウンド：2019年09月05日(木)]

下関ゴールデンゴルフクラブ

主催：中国ゴルフ連盟

選手名 選手名 選手名

CGUCHUGOKU GOLF UNION

選手名 選手名 選手名 選手名 選手名


