
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

[第2ラウンド]　2020年8月27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 沖野 克文 舟入ＧＧ -10 13468 66(33 33) ★ 小田 孝憲 広島Ｃ +1 14570 75(40 35) 石徳 俊樹 広島Ｃ +7 15172 79(36 43) ＠ 笠原 慶太 広島県Ｇ協会 +2116587 78(38 40)

★ 石川 裕貴 フリー -10 13466 68(31 37) ★ ＠ 山根 大輝 呉Ｃ +1 14573 72(36 36) 92 ＠ 濵田 将吾 金城Ｃ +8 15277 75(40 35) 137 小西 健太 フリー +2316782 85(45 40)

★ 3 立花 亮 広島Ｃ -9 13568 67(32 35) ★ ＠ 古瀬 幸一朗 満濃ヒルズC +1 14572 73(36 37) ＠ 熊 由樹也 岡山県Ｇ協会 +8 15277 75(34 41) 138 ＠ 岡田 大樹 安芸Ｃ +2516981 88(43 45)

★ 4 ＠ 唐下 明徒 鷹の巣Ｇ -8 13670 66(33 33) ★ 大宮 正幸 フリー +1 14573 72(38 34) ＠ 馬屋原 軌一 尾道Ｇ +8 15278 74(37 37) 139 ＠ 古澤 嘉久 柳井Ｃ +2617085 85(39 46)

★ 5 広田 悟 トーシン -7 13764 73(37 36) ★ ＠ 村田 幸大郎 サンセットヒルズC +1 14569 76(37 39) 後藤 庸之 呉Ｃ +8 15276 76(40 36) 140 ＠ 安藤 大祐 岡山御津Ｃ +3017485 89(42 47)

★ 6 長谷川 祥平 ELECOM -6 13869 69(33 36) ★ 片岡 大育 日立キャピタル +1 14571 74(38 36) ＠ 成田 遊聡 広島国際Ｇ +8 15275 77(37 40) 141 ＠ 伊藤 康浩 徳山国際Ｃ +3718191 90(44 46)

★ ＠ 大嶋 港 新岡山Ｇ -6 13870 68(33 35) ★ 52 ＠ 中谷 樹 SGU +2 14673 73(36 37) 97 ＠ 亀井 壮汰 琴平C +9 15376 77(39 38) 棄権 岡茂 洋雄 鷹の巣Ｇ 79 ( )

★ 池田 浩二 フリー -6 13870 68(35 33) ★ 藤井 大輔 賀茂Ｃ +2 14672 74(37 37) 佐藤 玲太 山陽国際Ｇ +9 15375 78(39 39) 棄権 ＠ 垰 一臣 鷹の巣Ｇ 81 ( )

★ ＠ 岡田 晃平 スカイベイG -6 13871 67(34 33) ★ 松本 哲也 RIZAP +2 14674 72(36 36) 溝渕 洋介 フリー +9 15376 77(37 40)

★ 10 平本 穏 アイディオー -5 13971 68(35 33) ★ 橋本 龍位 読売ゴルフ +2 14679 67(33 34) 弘井 太郎 Kochi黒潮C +9 15383 70(35 35)

★ 金岡 奎吾 フリー -5 13969 70(35 35) ★ 菊山 暢介 フリー +2 14671 75(34 41) 多田 知広 フリー +9 15378 75(37 38)

★ 12 石丸 昌史 フリー -4 14068 72(36 36) ★ ＠ 公受 将輝 宇和島C +2 14672 74(37 37) ＠ 田村 軍馬 久万C +9 15373 80(39 41)

★ ＠ 細野 勇策 朝陽Ｃ -4 14072 68(36 32) ★ 中武 力 ほっかほっかフーヅ +2 14671 75(39 36) 野村 孝義 山陽Ｇ +9 15374 79(39 40)

★ ＠ 重友 稜央 岡山県Ｇ協会 -4 14072 68(34 34) ★ ＠ 松井 琳空海 新居浜C +2 14672 74(36 38) 104 ＠ 岩﨑 大泰 広島国際Ｇ +1015475 79(40 39)

★ 竹谷 佳孝 エー・エム・エス -4 14067 73(36 37) ★ 池田 優佑 グランプリ +2 14671 75(36 39) ＠ 岡本 肇晋 金城Ｃ +1015475 79(39 40)

★ ＠ 杉原 大河 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ鳴門G36 -4 14066 74(36 38) ★ 関藤 侑嗣 フリー +2 14672 74(36 38) ＠ 中本 旺希 瀬野川Ｃ +1015475 79(41 38)

★ 松原 裕人 呉Ｃ -4 14072 68(35 33) ★ 中島 武志 ミック・リガール +2 14674 72(35 37) ＠ 清水 巧 周南Ｃ +1015478 76(39 37)

★ 18 山本 隆大 フリー -3 14169 72(37 35) ★ 河野 祐輝 NTT西日本ｱｾｯﾄ +2 14672 74(39 35) ＠ 馬城 颯士 広島県Ｇ協会 +1015477 77(41 36)

★ ＠ 大嶋 宝 新岡山Ｇ -3 14171 70(34 36) ★ 佐藤 太地 フリー +2 14669 77(36 41) 金島 俊成 フリー +1015476 78(38 40)

★ ＠ 多田 旺生 徳島C -3 14170 71(34 37) ★ 65 森川 将樹 芸南Ｃ +3 14776 71(33 38) ＠ 米原 力斗 大山アークＣ +1015471 83(45 38)

★ 山本 豊秀 パシフィックG -3 14169 72(37 35) ★ 八木 敦士 Kochi黒潮C +3 14772 75(38 37) 111 ＠ 小椋 俊明 鳥取県Ｇ協会 +1115580 75(38 37)

★ 加藤 龍太郎 フリー -3 14170 71(36 35) ★ ＠ 荒谷 宗之介 広島国際Ｇ +3 14773 74(38 36) 文山 宏一 舟入ＧＧ +1115577 78(39 39)

★ 23 ＠ 笠原 瑛 鷹の巣Ｇ -2 14267 75(37 38) ★ 上岡 信晴 賀茂Ｃ +3 14773 74(35 39) ＠ 髙山 大維志 山口県Ｇ協会 +1115575 80(39 41)

★ ＠ 髙田 圭一郎 湯郷石橋Ｇ -2 14270 72(37 35) ★ 新里 倫啓 賀茂Ｃ +3 14768 79(39 40) ＠ 田中 愛士 鷹の巣Ｇ +1115578 77(39 38)

★ 新田 哲大 フリー -2 14269 73(39 34) ★ 砂入 雅之 アイエス工房 +3 14776 71(35 36) 115 ＠ 廣田 直人 広島県Ｇ協会 +1215677 79(40 39)

★ 26 田中 大心 広島Ｃ -1 14370 73(37 36) ★ ＠ 河邉 匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ +3 14770 77(38 39) ＠ 長友 悠司 鬼ノ城Ｇ +1215679 77(38 39)

★ ＠ 宇喜多 飛翔 岡山御津Ｃ -1 14378 65(34 31) ★ 久志岡 俊海 フリー +3 14771 76(39 37) ＠ 木村 剛志 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ鳴門G36 +1215678 78(39 39)

★ 橋本 健太ユージーン 西日本ビルド -1 14373 70(35 35) ★ 73 ＠ 前原 光弘 岡山御津Ｃ +4 14875 73(41 32) 宮園 伸 フリー +1215681 75(39 36)

★ 荒木 一貴 鬼ノ城Ｇ -1 14372 71(37 34) ★ 迫田 修 フリー +4 14871 77(40 37) ＠ 香川 大樹 新居浜C +1215680 76(38 38)

★ ＠ 竹内 瑛信 北条C -1 14371 72(35 37) ★ 75 ＠ 中川 雄太 小豆島ｼｰｻｲﾄﾞG +5 14974 75(39 36) 120 ＠ 山内 颯 山口県Ｇ協会 +1315780 77(38 39)

★ 31 坂本 圭治 G.select ±0 14476 68(32 36) ★ 前田 紘成 土佐C +5 14973 76(37 39) ＠ 池田 優己 小豆島ｼｰｻｲﾄﾞG +1315776 81(42 39)

★ 﨑川 将司 フリー ±0 14473 71(35 36) ★ ＠ 山﨑 凱 パシフィックG +5 14976 73(36 37) ＠ 李 誠 中須Ｇ +1315776 81(40 41)

★ 久志岡 亮 鷹の巣Ｇ ±0 14471 73(35 38) ★ 大城 紀博 安芸Ｃ +5 14975 74(36 38) ＠ 荒木 翔也 パインツリーＧ +1315779 78(38 40)

★ ＠ 吉田 好輝 八千代Ｃ ±0 14471 73(34 39) ★ ＠ 弘内 秀 スカイベイG +5 14974 75(36 39) 124 村竹 巧弥 鷹の巣Ｇ +1415882 76(35 41)

★ ＠ 児玉 和生 道後G ±0 14471 73(38 35) ★ 藤井 伸一 フリー +5 14971 78(42 36) 川澄 尚太 山陽Ｇ +1415878 80(43 37)

★ すし 石垣 フリー ±0 14469 75(37 38) ★ ＠ 三宅 勇輝 満濃ヒルズC +5 14978 71(33 38) 重信 秀人 フリー +1415876 82(41 41)

★ 西岡 宏晃 志度C ±0 14471 73(35 38) ★ 浜田 節夫 ｱｸﾃｨはしはま +5 14975 74(39 35) 村上 裕章 ソピアＧＧ +1415878 80(41 39)

★ 阿原 久夫 Golf Zone Hesake ±0 14473 71(37 34) 83 兼本 貴司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ +6 15077 73(37 36) 128 ＠ 小川 龍雅 瀬戸大橋Ｃ +1515979 80(39 41)

★ ＠ 香川 凜央 西条G ±0 14473 71(34 37) ＠ 岩﨑 大地 玉造温泉Ｃ +6 15074 76(39 37) 立川 佑太 鮎滝C +1515974 85(42 43)

★ 大下 勇 フリー ±0 14477 67(33 34) ＠ 寺西 遼馬 賀茂Ｃ +6 15075 75(36 39) ＠ 菊池 晃成 松山G +1515982 77(37 40)

★ ＠ 久常 涼 湯郷石橋Ｇ ±0 14472 72(38 34) 西村 一輝 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +6 15075 75(39 36) ＠ 安藤 輝 岡山金陵Ｃ +1515977 82(40 42)

★ 関藤 直熙 エブリイ ±0 14471 73(40 33) 渡邊 剛志 フリー +6 15073 77(38 39) 132 ＠ 宮本 泰来 山口県Ｇ協会 +1616083 77(38 39)

★ 43 村上 吉夫 久井Ｃ +1 14574 71(38 33) 東 大智 宇部７２Ｃ +6 15073 77(35 42) 133 ＠ 唐木田 哲也 安芸Ｃ +1716178 83(41 42)

★ ＠ 前田 智徳 鷹の巣Ｇ +1 14573 72(38 34) 89 ＠ 三原 颯真 いづも大社Ｃ +7 15171 80(39 41) 134 ＠ 竹久保 孝士 広島Ｃ +1916383 80(42 38)

★ 片岡 英史 長船Ｃ +1 14572 73(37 36) ＠ 小川 寿興翔 山口県Ｇ協会 +7 15182 69(35 34) 135 ＠ 白井 瑛 鷹の巣Ｇ +2116582 83(36 47)

★印予選通過者 @アマチュア 競技委員長　　谷　本　雄　謙

鷹の巣ゴルフクラブ

(7115Yards  Par72)


