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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 ＠ 古澤 嘉久 柳井Ｃ ＠ 中谷 樹 SGU 小西 健太 フリー 村上 吉夫 久井Ｃ 1 7:30 ＠ 岩﨑 大地 玉造温泉Ｃ ＠ 亀井 壮汰 琴平C 立花 亮 広島Ｃ 兼本 貴司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ

2 7:39 ＠ 濵田 将吾 金城Ｃ 沖野 克文 舟入ＧＧ 村竹 巧弥 鷹の巣Ｇ 2 7:39 ＠ 中川 雄太 小豆島ｼｰｻｲﾄﾞG ＠ 小川 龍雅 瀬戸大橋Ｃ 岡茂 洋雄 鷹の巣Ｇ 藤井 大輔 賀茂Ｃ

3 7:48 ＠ 大嶋 港 新岡山Ｇ ＠ 前田 智徳 鷹の巣Ｇ 坂本 圭治 G.select 長谷川 祥平 ELECOM 3 7:48 ＠ 竹久保 孝士 広島Ｃ ＠ 白井 瑛 鷹の巣Ｇ 佐藤 玲太 山陽国際Ｇ 松本 哲也 RIZAP

4 7:57 ＠ 宮本 泰来 山口県Ｇ協会 片岡 英史 長船Ｃ 森川 将樹 芸南Ｃ 4 7:57 ＠ 小椋 俊明 鳥取県Ｇ協会 川澄 尚太 山陽Ｇ 山本 隆大 フリー

5 8:06 ＠ 前原 光弘 岡山御津Ｃ ＠ 廣田 直人 広島県Ｇ協会 小田 孝憲 広島Ｃ 文山 宏一 舟入ＧＧ 5 8:06 ＠ 大嶋 宝 新岡山Ｇ ＠ 菊池 晃成 松山G 立川 佑太 鮎滝C 重信 秀人 フリー

6 8:15 ＠ 細野 勇策 朝陽Ｃ ＠ 山根 大輝 呉Ｃ 﨑川 将司 フリー 橋本 龍位 読売ゴルフ 6 8:15 ＠ 垰 一臣 鷹の巣Ｇ ＠ 寺西 遼馬 賀茂Ｃ 石丸 昌史 フリー 平本 穏 アイディオー

7 8:24 ＠ 笠原 慶太 広島県Ｇ協会 ＠ 山内 颯 山口県Ｇ協会 金岡 奎吾 フリー 八木 敦士 Kochi黒潮C 7 8:24 ＠ 笠原 瑛 鷹の巣Ｇ 菊山 暢介 フリー 溝渕 洋介 フリー

8 8:33 ＠ 宇喜多 飛翔 岡山御津Ｃ ＠ 古瀬 幸一朗 満濃ヒルズC ＠ 荒谷 宗之介 広島国際Ｇ 前田 紘成 土佐C 8 8:33 ＠ 吉田 好輝 八千代Ｃ 久志岡 亮 鷹の巣Ｇ 田中 大心 広島Ｃ

9 8:42 ＠ 山﨑 凱 パシフィックG ＠ 熊 由樹也 岡山県Ｇ協会 迫田 修 フリー 橋本 健太ユージーン 西日本ビルド 9 8:42 ＠ 髙山 大維志 山口県Ｇ協会 ＠ 児玉 和生 道後G 上岡 信晴 賀茂Ｃ 弘井 太郎 Kochi黒潮C

10 8:51 ＠ 髙田 圭一郎 湯郷石橋Ｇ ＠ 公受 将輝 宇和島C 大城 紀博 安芸Ｃ 10 8:51 ＠ 伊藤 康浩 徳山国際Ｃ ＠ 岩﨑 大泰 広島国際Ｇ 荒木 一貴 鬼ノ城Ｇ 新里 倫啓 賀茂Ｃ

11 9:00 ＠ 三原 颯真 いづも大社Ｃ ＠ 長友 悠司 鬼ノ城Ｇ すし 石垣 フリー 西村 一輝 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ 11 9:00 ＠ 多田 旺生 徳島C ＠ 岡本 肇晋 金城Ｃ 中武 力 ほっかほっかフーヅ 池田 浩二 フリー

12 9:09 ＠ 弘内 秀 スカイベイG ＠ 中本 旺希 瀬野川Ｃ 大宮 正幸 フリー 広田 悟 トーシン 12 9:09 ＠ 池田 優己 小豆島ｼｰｻｲﾄﾞG ＠ 唐木田 哲也 安芸Ｃ ＠ 木村 剛志 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ鳴門G36 山本 豊秀 パシフィックG

13 9:18 ＠ 重友 稜央 岡山県Ｇ協会 ＠ 松井 琳空海 新居浜C 砂入 雅之 アイエス工房 藤井 伸一 フリー 13 9:18 ＠ 清水 巧 周南Ｃ ＠ 河邉 匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ 西岡 宏晃 志度C 渡邊 剛志 フリー

14 9:27 ＠ 安藤 大祐 岡山御津Ｃ ＠ 馬城 颯士 広島県Ｇ協会 関藤 侑嗣 フリー 宮園 伸 フリー 14 9:27 ＠ 李 誠 中須Ｇ 池田 優佑 グランプリ 竹谷 佳孝 エー・エム・エス

15 9:36 ＠ 小川 寿興翔 山口県Ｇ協会 ＠ 三宅 勇輝 満濃ヒルズC 久志岡 俊海 フリー 新田 哲大 フリー 15 9:36 ＠ 安藤 輝 岡山金陵Ｃ ＠ 香川 凜央 西条G 阿原 久夫 Golf Zone Hesake 中島 武志 ミック・リガール

16 9:45 ＠ 田中 愛士 鷹の巣Ｇ ＠ 田村 軍馬 久万C 河野 祐輝 NTT西日本ｱｾｯﾄ 村上 裕章 ソピアＧＧ 16 9:45 ＠ 杉原 大河 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ鳴門G36 ＠ 唐下 明徒 鷹の巣Ｇ 石川 裕貴 フリー 多田 知広 フリー

17 9:54 ＠ 米原 力斗 大山アークＣ 金島 俊成 フリー 松原 裕人 呉Ｃ 17 9:54 ＠ 馬屋原 軌一 尾道Ｇ ＠ 竹内 瑛信 北条C 大下 勇 フリー 浜田 節夫 ｱｸﾃｨはしはま

18 10:03 ＠ 村田 幸大郎 サンセットヒルズC ＠ 成田 遊聡 広島国際Ｇ 後藤 庸之 呉Ｃ 野村 孝義 山陽Ｇ 18 10:03 ＠ 久常 涼 湯郷石橋Ｇ ＠ 岡田 晃平 スカイベイG 関藤 直熙 エブリイ 片岡 大育 日立キャピタル

19 10:12 ＠ 荒木 翔也 パインツリーＧ 石徳 俊樹 広島Ｃ 東 大智 宇部７２Ｃ 19 10:12 ＠ 岡田 大樹 安芸Ｃ ＠ 香川 大樹 新居浜C 佐藤 太地 フリー 加藤 龍太郎 フリー

★ 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。
(鷹の巣ゴルフクラブ：TEL.0829-74-3111)

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
@アマチュア

2020年度(第50回)良和ハウス中四国オープンゴルフ選手権競技

( 7,115Yards  Par 72)

(参加者：154名)

スタート時刻及び組み合わせ表

[第2ラウンド：2020年08月27日(木)]

鷹の巣ゴルフクラブ

主催：(一財)中国ゴルフ連盟　四国ゴルフ連盟

選手名 選手名 選手名選手名 選手名 選手名 選手名 選手名
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