
2022年度(第51回)中国アマチュアゴルフ選手権競技

[第2ラウンド]　2022年5月26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 宇喜多 飛翔 岡山御津Ｃ -9 13568 67(34 33) ★ 髙田 圭一郎 湯郷石橋Ｇ +1215682 74(39 35) 成田 遊聡 広島国際Ｇ +1816280 82(41 41) 高橋 諭樹雄 鬼ノ城Ｇ +28172 86 86(41 45)
★ 2 小川 寿興翔 山口県Ｇ協会 -4 14072 68(34 34) ★ 熊 裕大 吉備高原Ｃ +1215680 76(37 39) 92 温井 巧造 柳井Ｃ +1916379 84(47 37) 金谷 幸治 井原Ｇ +28172 88 84(46 38)
★ 3 木本 大志 鳥取県Ｇ協会 -3 14169 72(36 36) ★ 佐伯 幸憲 広島東映Ｃ +1215682 74(37 37) 金原 正幸 賀茂Ｃ +1916380 83(41 42) 138 有居 篤史 広島県Ｇ協会 +29173 86 87(47 40)
★ 4 荒木 翔也 パインツリーＧ -2 14269 73(37 36) ★ 黒瀬 博 三原Ｃ +1215681 75(38 37) 光成 勇司 新市ｸﾗｼｯｸＧ +1916379 84(45 39) 山内 颯 山口県Ｇ協会 +29173 78 95(53 42)
★ 5 吉本 翔雄 山口県Ｇ協会 -1 14370 73(34 39) ★ 茂刈 淳晟 山口県Ｇ協会 +1215681 75(36 39) 卯元 啓之 広島県Ｇ協会 +1916381 82(43 39) 140 山下 光義 鷲羽Ｇ +30174 84 90(44 46)
★ 6 髙山 大維志 山口県Ｇ協会 ±0 14470 74(36 38) ★ 51 国廣 隆二 たけべの森Ｇ +1315779 78(39 39) 龍場 浩一 岡山御津Ｃ +1916380 83(41 42) 田中 智也 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ +30174 86 88(46 42)
★ 大嶋 港 新岡山Ｇ ±0 14471 73(36 37) ★ 竹内 浩次郎 ｻﾞ･ｵｰｸﾚｯﾄＧ +1315783 74(40 34) 97 舘上 健二 福山Ｃ +2016478 86(46 40) 岩﨑 大泰 広島国際Ｇ +30174 83 91(41 50)
★ 8 岩﨑 大地 玉造温泉Ｃ +1 14573 72(38 34) ★ 寺西 遼馬 賀茂Ｃ +1315779 78(35 43) 浜田 稔 湯郷石橋Ｇ +2016484 80(42 38) 143 青江 宏之 長船Ｃ +32176 80 96(47 49)
★ 唐下 明徒 鷹の巣Ｇ +1 14570 75(38 37) ★ 馬屋原 軌一 尾道Ｇ +1315780 77(40 37) 藤田 一平 八千代Ｃ +2016478 86(46 40) 144 杉野 将紀 広島安佐Ｇ +34178 95 83(42 41)
★ 10 河邉 匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ +2 14672 74(40 34) ★ 55 谷本 司 呉Ｃ +1415879 79(41 38) 萩原 大己 岡山霞橋Ｇ +2016483 81(42 39) 斎藤 正成 広島紅葉Ｃ +34178 87 91(49 42)
★ 11 行正 怜恩 湯郷石橋Ｇ +3 14772 75(39 36) ★ 松浦 咲芳 吉備高原Ｃ +1415874 84(42 42) 山根 大輝 呉Ｃ +2016481 83(42 41) 146 岡 雄二 いづも大社Ｃ +35179 87 92(42 50)
★ 重永 将慶 山口県Ｇ協会 +3 14775 72(34 38) ★ 北原 成史 和木Ｇ +1415885 73(34 39) 松原 亘孝 広島Ｇ +2016484 80(41 39) 岡村 英之 周南Ｃ +35179 92 87(44 43)
★ 中川 裕二 東広島Ｃ +3 14771 76(39 37) ★ 岡田 大樹 安芸Ｃ +1415873 85(42 43) 103 田原 真一郎 芸南Ｃ +2116583 82(38 44) 148 林 重翔 山口県Ｇ協会 +36180 89 91(47 44)
★ 14 中本 旺希 瀬野川Ｃ +4 14872 76(37 39) ★ 森上 耀介 後楽Ｇ +1415882 76(39 37) 廣幡 俊道 美和Ｇ +2116584 81(40 41) 棄権菅原 亮佑 たけべの森Ｇ 85 ( )
★ 15 安藤 輝 岡山金陵Ｃ +5 14971 78(41 37) ★ 澁谷 勉 宇部７２Ｃ +1415880 78(37 41) 上田 茂弘 岡山御津Ｃ +2116581 84(41 43) 棄権佐藤 大空 尾道Ｇ 88 ( )
★ 臼井 稔 広島安佐Ｇ +5 14971 78(37 41) ★ 61 石川 倫也 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC +1515981 78(40 38) 106 古澤 嘉久 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +2216676 90(46 44) 棄権木下 洋一 大山平原Ｇ 92 ( )
★ 17 三原 颯真 いづも大社Ｃ +6 15072 78(40 38) ★ 野坂 寛正 徳山Ｃ +1515979 80(43 37) 瀧口 徹 広島紅葉Ｃ +2216682 84(39 45) 棄権森田 邦彦 三原Ｃ 90 ( )
★ 濵田 将吾 金城Ｃ +6 15076 74(36 38) ★ 米原 力斗 大山アークＣ +1515977 82(41 41) 沖村 柊 広島国際Ｇ +2216681 85(44 41) 棄権山本 盛亮 井原Ｇ 79 ( )
★ 19 大場 誠司 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +7 15174 77(40 37) ★ 山本 裕也 長船Ｃ +1515980 79(37 42) 岡田 正洋 芸南Ｃ +2216682 84(42 42) 棄権岡本 隆史 岡山Ｇ 81 ( )
★ 畑本 太 笠岡Ｃ +7 15174 77(36 41) ★ 宮田 敬司 三原Ｃ +1515979 80(41 39) 大下 正 下関Ｇ +2216686 80(43 37)
★ 梶谷 駿 たけべの森Ｇ +7 15177 74(38 36) ★ 木村 紀代志 倉敷Ｃ +1515978 81(42 39) 寺尾 悠希 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ +2216686 80(40 40)
★ 笠原 瑛 鷹の巣Ｇ +7 15180 71(38 33) ★ 野田 恭兵 岡山国際Ｇ +1515981 78(40 38) 112 西浦 凜汰朗 鳥取県Ｇ協会 +2316783 84(46 38)
★ 23 鎌田 賢二 金城Ｃ +8 15278 74(38 36) ★ 68 内田 光一 井原Ｇ +1616080 80(42 38) 113 齊藤 正成 宇部７２Ｃ +2416881 87(44 43)
★ 永田 泰三 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +8 15276 76(39 37) ★ 石浦 豪 久米Ｃ +1616079 81(41 40) 淡野 乃祐 鷹の巣Ｇ +2416885 83(40 43)
★ 重藤 武士 鬼ノ城Ｇ +8 15274 78(38 40) ★ 藤原 健吾 尾道Ｃ +1616082 78(38 40) 吉田 哲也 岡山県Ｇ協会 +2416885 83(41 42)
★ 尾上 志温 山口県Ｇ協会 +8 15275 77(38 39) ★ 石倉 幸太 島根Ｇ +1616080 80(41 39) 116 伊田 和久 岡山西Ｇ +2516984 85(41 44)
★ 田中 愛士 鷹の巣Ｇ +8 15273 79(38 41) ★ 難波 幸二 大山Ｇ +1616075 85(40 45) 大西 孝司 大山アークＣ +2516987 82(42 40)
★ 中山 博人 吉備高原Ｃ +8 15271 81(39 42) ★ 73 山手 翔悟 広島紅葉Ｃ +1716181 80(41 39) 柿本 聖也 柳井Ｃ +2516983 86(42 44)
★ 前田 智徳 鷹の巣Ｇ +8 15275 77(38 39) ★ 葛野 博 山陽Ｇ +1716179 82(44 38) 田中 純平 広島東映Ｃ +2516986 83(39 44)
★ 30 関川 和夫 瀬戸大橋Ｃ +9 15379 74(38 36) ★ 守谷 征広 赤坂Ｃ +1716181 80(40 40) 宇根 大智 安芸Ｃ +2516983 86(43 43)
★ 米原 海斗 大山アークＣ +9 15376 77(38 39) ★ 安藤 大祐 岡山御津Ｃ +1716182 79(36 43) 門脇 龍輔 島根Ｇ +2516982 87(43 44)
★ 秀山 輝 山口県Ｇ協会 +9 15375 78(39 39) ★ 上田 昌志 倉敷Ｃ +1716180 81(38 43) 122 平中 秀治 岡山御津Ｃ +2617089 81(41 40)
★ 33 眞田 惣太 松永Ｃ +1015480 74(39 35) ★ 中上 遼真 広島国際Ｇ +1716181 80(39 41) 青戸 達哉 島根県Ｇ協会 +2617083 87(45 42)
★ 久常 優樹 湯郷石橋Ｇ +1015476 78(39 39) ★ 吉行 アムロ 賀茂Ｃ +1716182 79(39 40) 塩田 誠 久米Ｃ +2617085 85(42 43)
★ 川崎 真一 後楽Ｇ +1015474 80(41 39) ★ 梅林 寿行 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +1716176 85(42 43) 佐能 寿 鷲羽Ｇ +2617084 86(41 45)
★ 二井 克助 広島西Ｃ +1015477 77(40 37) ★ 瀬来 寛樹 鳥取県Ｇ協会 +1716180 81(42 39) 入江 裕司 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC +2617083 87(43 44)
★ 尾尻 真栄 安芸Ｃ +1015479 75(37 38) 82 荒谷 宗之介 広島国際Ｇ +1816278 84(43 41) 荒谷 祐貴 広島国際Ｇ +2617079 91(43 48)
★ 38 福井 拓郎 鳥取Ｃ +1115578 77(38 39) 吉村 浩樹 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +1816281 81(39 42) 若﨑 透 下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝＧ +2617090 80(39 41)
★ 関本 悠希 吉備高原Ｃ +1115576 79(41 38) 友森 行男 吉備高原Ｃ +1816278 84(42 42) 129 水口 敏彦 広島Ｃ +2717184 87(43 44)
★ 40 金光 洋二 鬼ノ城Ｇ +1215678 78(41 37) 森川 大輔 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ +1816279 83(40 43) 明光 慶多 広島紅葉Ｃ +2717181 90(43 47)
★ 花江 一優 備中高原北房Ｃ +1215680 76(39 37) 竹岡 康晴 広島安佐Ｇ +1816281 81(42 39) 清水 巧 周南Ｃ +2717182 89(48 41)
★ 原田 大空 湯郷石橋Ｇ +1215679 77(39 38) 瀬尾 彰男 広島国際Ｇ +1816282 80(39 41) 池田 侑羅 鷹の巣Ｇ +2717186 85(42 43)
★ 細川 達矢 京覧Ｃ +1215676 80(39 41) 前原 光弘 岡山御津Ｃ +1816286 76(39 37) 133 真鍋 賢一 鬼ノ城Ｇ +2817284 88(44 44)
★ 岡 幸樹 島根県Ｇ協会 +1215676 80(40 40) 広藤 大樹 金城Ｃ +1816280 82(39 43) 有本 雄一 郷原Ｃ +2817286 86(40 46)
★ 三原 明典 いづも大社Ｃ +1215671 85(40 45) 松﨑 泰知 山口県Ｇ協会 +1816279 83(45 38) 迫田 浩荘 尾道うずしおＣ +2817281 91(46 45)

★印予選通過者 競技委員長　　谷　本　雄　謙

大山ゴルフクラブ

(7035Yards  Par72)CGUCHUGOKU GOLF UNION


