
2021年10月14日(木) 宇部７２カントリークラブ　万年池東コース

参加クラブ ： 26クラブ　(130名) (6591Yards  Par72)

順位 クラブ スコア １位 ２位 ３位 ４位 ５位

1 笠岡Ｃ 294 関 皐太 71 畑本 太 71 花咲 正志 73 金乙 雅美 79 前谷 輝久 83

2 金城Ｃ 299 鎌田 賢二 72 田中 秀明 73 小西 勝典 76 広藤 大樹 78 宮崎 稔之 79

3 柳井Ｃ 301 温井 巧造 72 佐藤 康博 75 亀石 浩幸 76 竹原 修一 78 松嶋 伸幸 78

4 山陽国際Ｇ 303 齊藤 正成 71 河本 勝宏 73 竹ノ上 剛規 75 澁谷 勉 84 西谷 進一 84

5 広島Ｇ 303 金澤 武津生 70 大湊 孝之 72 北中 康宏 80 久保田 勝己 81 宍戸 剛 90

6 大山アークＣ 304 米原 海斗 73 桐谷 龍平 73 木森 啓善 79 東 豊 79 藤瀬 雅史 82

7 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 304 村本 雅典 74 浅海 健二 75 松岡 義和 77 真子 勇輝 78 花田 仁志 83

8 パインツリーＧ 304 辺見 瑞一郎 74 荒木 翔也 75 枝光 泰信 75 田口 英和 80 横田 周作 87

9 井原Ｇ 306 大本 豊 75 井上 憲一 76 守田 昌文 76 山本 盛亮 79 内田 光一 84

10 岡山国際Ｇ 308 菅田 佳範 74 吉澤 耕司 75 藤井 勝成 79 宇野 伸弘 80 宗友 信夫 85

11 広島紅葉Ｃ 309 斎藤 正成 73 明光 慶多 76 服部 彰彦 78 新宅 昭雄 82 仁保 健太 82

12 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ 310 大場 誠司 75 古澤 嘉久 78 中本 尚俊 78 田中 昌宏 79 重村 正志 84

13 東広島Ｃ 310 小笠原 孝弘 76 中川 裕二 77 久保 晃大 78 田中 一義 79 田上 幸信 84

14 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ 311 森川 大輔 73 児玉 宣吾 77 大道 義明 80 川原 利之 81 寺本 守 81

15 鬼ノ城Ｇ 311 長友 悠司 74 重藤 武士 76 佐藤 雅彦 79 金光 洋二 82 真鍋 賢一 83

16 久井Ｃ 312 松本 昌彦 74 小川 浩一 76 溝上 孔泉 80 谷本 孝徳 82 石口 敬 91

17 徳山国際Ｃ 314 中村 尊史 75 池田 稔 76 西村 和彦 81 本田 満 82 伊藤 邦晃 84

18 岡山霞橋Ｇ 314 紀村 勝也 73 篠原 耕造 76 宮崎 光徳 81 栢原 隆行 84 小田 弟一 85

19 宇部７２Ｃ 315 村岡 秀樹 77 坂田 幸村 79 田村 尚 79 鹿嶋 英一郎 80 田村 泰介 81

20 三原Ｃ 318 浮田 邦彦 78 宮田 敬司 79 黒瀬 博 80 守岡 桂樹 81 森田 邦彦 88

21 広島国際Ｇ 318 益村 広次 76 瀬尾 彰男 77 岩﨑 大泰 81 斉藤 博 84 小南 博之 89

22 吉備高原Ｃ 322 松友 涼祐 76 友森 行男 79 竹下 義久 83 持徳 順二 84 大島 一洋 86

23 松永Ｃ 324 小川 秀典 78 眞田 惣太 81 石井 芳樹 82 矢野 源太 83 手塚 雄三 85

24 玉造温泉Ｃ 327 永易 孝司 77 市川 誠 80 徳田 泰幸 81 大月 久志 89 山本 智継 90

25 鷲羽Ｇ 335 藤田 真吾 81 岡 弘明 81 吉野 光治 84 平井 勝志 89 山下 洋一 90

26 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 337 園山 匡 81 吉村 浩樹 85 吉本 弘樹 85 遠藤 正 86 藤 聖隆 91

ベストグロス賞　金澤武津生（広島G）70

2021年度(第50回)中国インタークラブゴルフ競技決勝　成績表


