
2022年度(第41回)中国グランドシニアゴルフ選手権競技 【東部地区予選】

[2022年6月17日(金)]

順位 選手名 所属 +/- TOT 1R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- TOT 1R OUT IN

◎ 1 三船 統当 久米Ｃ +1 73 73(38 35) ◎ 光森 勝利 岡山国際Ｇ +9 81 81(40 41) 渡邊 正教 岡山Ｇ +13 85 85(40 45) 紺田 壽志 岡山県Ｇ協会 +22 94 94 (49 45)

◎ 2 伊藤 基 長船Ｃ +2 74 74(36 38) ◎ 森 真治 岡山国際Ｇ +9 81 81(40 41) 古城 海三 岡山霞橋Ｇ +13 85 85(40 45) 名木田 重信 岡山金陵Ｃ +22 94 94 (43 51)

◎ 西山 高義 山陽Ｇ +2 74 74(35 39) ◎ 鳴輪 光乘 本郷Ｃ +9 81 81(40 41) 坪 美弘 新岡山Ｇ +13 85 85(39 46) 138 田口 昭一 岡山Ｃ +25 97 97 (47 50)

◎ 4 小林 勉 吉備高原Ｃ +3 75 75(38 37) ◎ 富永 勲秀 倉敷Ｃ +9 81 81(39 42) 94 駄沢 英男 岡山西Ｇ +14 86 86(48 38) 139 白石 博将 吉備高原Ｃ +26 98 98 (52 46)

◎ 藤枝 勉 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +3 75 75(37 38) ◎ 長畑 憲一 松永Ｃ +9 81 81(39 42) 藤谷 泰博 新岡山Ｇ +14 86 86(48 38) 140 尾熊 昭三 福山Ｇ +28100100(50 50)

◎ 田中 勉 井原Ｇ +3 75 75(37 38) ◎ 51 笠井 清久 東児が丘 +10 82 82(43 39) 高見 敏久 パインツリーＧ +14 86 86(47 39) 141 藤長 幸友 備中高原北房Ｃ +29101101(50 51)

◎ 保都 文利 備中高原北房Ｃ +3 75 75(37 38) ◎ 松田 実 吉備高原Ｃ +10 82 82(42 40) 三宅 新一 岡山Ｃ +14 86 86(45 41) 142 杉本 喜憲 ランドマークＧ +38110110(55 55)

◎ 原 富紀 久米Ｃ +3 75 75(36 39) ◎ 吉本 英昭 パインツリーＧ +10 82 82(42 40) 生田 延夫 備中高原北房Ｃ +14 86 86(45 41) 棄権 猪原 征三 吉備高原Ｃ ( )

◎ 砂田 初 三原Ｃ +3 75 75(36 39) ◎ 髙山 耕一 山陽Ｇ +10 82 82(41 41) 宮脇 彰 長船Ｃ +14 86 86(44 42) 棄権 佐藤 征夫 岡山国際Ｇ ( )

◎ 佐藤 善雄 JFE瀬戸内海Ｇ +3 75 75(36 39) ◎ 宇野 孝明 岡山国際Ｇ +10 82 82(41 41) 牧野 立志 岡山Ｃ +14 86 86(43 43) 欠場 梅本 進 玉野Ｇ ( )

◎ 11 寺師 丈二 吉備Ｃ +4 76 76(40 36) ◎ 石飛 好一 玉造温泉Ｃ +10 82 82(41 41) 小川 正一 岡山Ｇ +14 86 86(43 43) 欠場 丸山 治人 JFE瀬戸内海Ｇ ( )

◎ 澤 妥有 吉備高原Ｃ +4 76 76(39 37) ◎ 吉田 峰雄 鳥取Ｃ +10 82 82(41 41) 古澤 賢治 岡山Ｇ +14 86 86(42 44) 欠場 川相 道世 パインツリーＧ ( )

◎ 河本 勇 山陽国際Ｇ +4 76 76(39 37) ◎ 神原 真弘 尾道Ｃ +10 82 82(41 41) 103 山脇 壽治 大山Ｇ +15 87 87(43 44) 欠場 樋口 正行 玉野Ｇ ( )

◎ 田口 一郎 新岡山Ｇ +4 76 76(38 38) ◎ 赤木 一成 岡山国際Ｇ +10 82 82(40 42) 高中 正人 倉敷Ｃ +15 87 87(42 45) 欠場 疋田 澄男 岡山霞橋Ｇ ( )

◎ 村上 幸太郎 広島県Ｇ協会 +4 76 76(36 40) ◎ 松山 清人 福山Ｇ +10 82 82(39 43) 深川 正明 福山Ｇ +15 87 87(42 45) 欠場 松繁 富造 玉野Ｇ ( )

◎ 16 川上 英髙 新岡山Ｇ +5 77 77(41 36) ◎ 門田 良市 松永Ｃ +10 82 82(39 43) 106 石田 忠一 岡山御津Ｃ +16 88 88(47 41) 欠場 平内 辰男 玉野Ｇ ( )

◎ 井戸 繁明 岡山国際Ｇ +5 77 77(39 38) 62 平田 憲一 井原Ｇ +11 83 83(45 38) 洪 錫圭 金城Ｃ +16 88 88(44 44) 欠場 吉田 巧 尾道Ｃ ( )

◎ 森安 誠 吉備高原Ｃ +5 77 77(38 39) 西村 正道 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ +11 83 83(43 40) 伊瀬 正則 久米Ｃ +16 88 88(44 44) 欠場 石井 敬二 福山Ｇ ( )

◎ 岡田 忠美 大山Ｇ +5 77 77(38 39) 高塚 俊夫 大山平原Ｇ +11 83 83(43 40) 政岡 勉 岡山県Ｇ協会 +16 88 88(43 45) 欠場 星原 昌廣 島根Ｇ ( )

◎ 横内 明 笠岡Ｃ +5 77 77(36 41) 村上 政隆 三原Ｃ +11 83 83(43 40) 110 伊藤 祐作 岡山御津Ｃ +17 89 89(49 40) 欠場 柳井 卓男 岡山霞橋Ｇ ( )

◎ 平川 芳和 広島国際Ｇ +5 77 77(36 41) 中川 和久 後楽Ｇ +11 83 83(42 41) 丸山 洋三 福山Ｇ +17 89 89(45 44) 欠場 井上 陽允 赤坂Ｃ ( )

◎ 22 近藤 公一郎 岡山Ｃ +6 78 78(40 38) 流王 正憲 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC +11 83 83(42 41) 笠原 清美 倉敷Ｃ +17 89 89(44 45) 欠場 中桐 良二 岡山国際Ｇ ( )

◎ 大倉 康永 山陽Ｇ +6 78 78(39 39) 正司 孝行 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ +11 83 83(41 42) 金田 正哲 パインツリーＧ +17 89 89(44 45)

◎ 長谷川 登 パインツリーＧ +6 78 78(37 41) 角谷 徹 尾道Ｃ +11 83 83(41 42) 安井 連三 岡山Ｇ +17 89 89(42 47)

◎ 25 松浦 良二 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ +7 79 79(40 39) 片山 滋 岡山国際Ｇ +11 83 83(41 42) 115 田渕 隆一 鳥取Ｃ +18 90 90(48 42)

◎ 難波 孝 パインツリーＧ +7 79 79(38 41) 近藤 利夫 玉野Ｇ +11 83 83(40 43) 行本 太久郎 赤坂Ｃ +18 90 90(46 44)

◎ 岡崎 重司 岡山国際Ｇ +7 79 79(37 42) 72 桶田 成樹 新岡山Ｇ +12 84 84(43 41) 高尾 昌芳 真庭Ｃ +18 90 90(45 45)

◎ 28 山内 正行 岡山西Ｇ +8 80 80(42 38) 千田 精一郎 新岡山Ｇ +12 84 84(43 41) 藤原 忠朝 岡山国際Ｇ +18 90 90(44 46)

◎ 本郷 尚弘 赤坂Ｃ +8 80 80(41 39) 皿井 誠 長船Ｃ +12 84 84(42 42) 丸毛 博 鳥取Ｃ +18 90 90(44 46)

◎ 高垣 武志 鳥取Ｇ +8 80 80(41 39) 達宮 正浩 福山Ｃ +12 84 84(42 42) 120 横内 博志 新岡山Ｇ +19 91 91(46 45)

◎ 岡田 清人 山陽Ｇ +8 80 80(40 40) 髙橋 邦隆 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ +12 84 84(42 42) 木村 萬次 岡山県Ｇ協会 +19 91 91(46 45)

◎ 延原 曉 長船Ｃ +8 80 80(39 41) 稲貝 千太郎 パインツリーＧ +12 84 84(41 43) 奥山 光男 長船Ｃ +19 91 91(45 46)

◎ 藤本 哲也 山陽Ｇ +8 80 80(39 41) 富永 護 倉敷Ｃ +12 84 84(40 44) 河田 喜啓 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC +19 91 91(43 48)

◎ 稲田 聖穂 パインツリーＧ +8 80 80(39 41) 片山 進一 瀬戸大橋Ｃ +12 84 84(40 44) 高尾 宗宏 玉野Ｇ +19 91 91(42 49)

◎ 片岡 司郎 久米Ｃ +8 80 80(37 43) 新田 勝久 島根県Ｇ協会 +12 84 84(38 46) 井上 精紀 瀬戸大橋Ｃ +19 91 91(42 49)

◎ 大山 茂 倉敷Ｃ +8 80 80(36 44) 81 金本 鐘雄 長船Ｃ +13 85 85(45 40) 126 小谷 弘宣 笠岡Ｃ +20 92 92(49 43)

◎ 37 杉之原 勝彦 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ +9 81 81(43 38) 金築 功 島根県Ｇ協会 +13 85 85(44 41) 黒瀬 渉伍 岡山西Ｇ +20 92 92(48 44)

◎ 相方 典之 福山Ｃ +9 81 81(43 38) 掛谷 政夫 瀬戸大橋Ｃ +13 85 85(44 41) 小野 良吉 笠岡Ｃ +20 92 92(46 46)

◎ 河本 登 パインツリーＧ +9 81 81(43 38) 浦上 政夫 パインツリーＧ +13 85 85(44 41) 熊代 博一 山陽Ｇ +20 92 92(46 46)

◎ 倉田 昭彦 尾道Ｇ +9 81 81(42 39) 大田原 保 尾道Ｃ +13 85 85(43 42) 横田 頼士 笠岡Ｃ +20 92 92(45 47)

◎ 難波 謙二 笠岡Ｃ +9 81 81(42 39) 酒井 博孝 大山平原Ｇ +13 85 85(43 42) 前田 道夫 岡山Ｃ +20 92 92(45 47)

◎ 片山 勝正 長船Ｃ +9 81 81(41 40) 石田 真吾 岡山金陵Ｃ +13 85 85(43 42) 132 足立 一生 島根Ｇ +21 93 93(49 44)

◎ 渡辺 芳昭 福山Ｃ +9 81 81(41 40) 近藤 純弘 岡山御津Ｃ +13 85 85(41 44) 長谷川 勝 備中高原北房Ｃ +21 93 93(44 49)

◎ 矢野 喜郎 島根Ｇ +9 81 81(41 40) 松田 豊 新岡山Ｇ +13 85 85(41 44) 134 大久保 清勝 パインツリーＧ +22 94 94(52 42)

◎ 伊藤 煕司 島根県Ｇ協会 +9 81 81(41 40) 板谷 幾夫 岡山国際Ｇ +13 85 85(41 44) 小室 素行 大山アークＣ +22 94 94(50 44)

◎予選通過者 競技委員長　　森　本　泰　樹

岡山北ゴルフ倶楽部

(5979Yards  Par72)CGUCHUGOKU GOLF UNION


