
2022年度(第41回)中国ミッドシニアゴルフ選手権競技

[第1ラウンド]　2022年9月14日(水)

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 浅海 健二 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 -1 71 71(36 35) ★ 小野原 雅夫 徳山Ｃ +6 78 78(38 40) 海田 世賢 庄原Ｃ +9 81 81(38 43) 136 清水 孝一 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +15 87 87(45 42)

★ 2 友次 則夫 山陽Ｇ ±0 72 72(37 35) ★ 長澤 孝俊 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ +6 78 78(36 42) 山本 治 美和Ｇ +9 81 81(41 40) 濵根 忍 鳥取県Ｇ協会 +15 87 87(43 44)

★ 保都 文利 備中高原北房Ｃ ±0 72 72(36 36) ★ 村上 幸太郎 広島県Ｇ協会 +6 78 78(38 40) 金原 正幸 賀茂Ｃ +9 81 81(40 41) 小山 洋一 長船Ｃ +15 87 87(46 41)

★ 4 紀村 勝也 岡山霞橋Ｇ +1 73 73(36 37) ★ 山中 秋夫 三原Ｃ +6 78 78(38 40) 日高 薫 京覧Ｃ +9 81 81(41 40) 奥山 光男 長船Ｃ +15 87 87(39 48)

★ 稲村 栄 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ +1 73 73(38 35) ★ 宇野 孝明 岡山国際Ｇ +6 78 78(37 41) 松浦 良二 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ +9 81 81(41 40) 140 髙山 耕一 山陽Ｇ +16 88 88(46 42)

★ 柏谷 茂 広島Ｇ +1 73 73(36 37) ★ 深野 智文 周南Ｃ +6 78 78(38 40) 島田 弘和 金城Ｃ +9 81 81(40 41) 白石 博将 吉備高原Ｃ +16 88 88(48 40)

★ 7 児玉 克己 中須Ｇ +2 74 74(35 39) ★ 竹本 講治 和木Ｇ +6 78 78(39 39) 大倉 康永 山陽Ｇ +9 81 81(38 43) 142 田盛 由紀 広島安佐Ｇ +17 89 89(43 46)

★ 三木 寛 ｸﾞﾚｰﾄ岡山Ｇ +2 74 74(37 37) ★ 山根 宣久 大山Ｇ +6 78 78(39 39) 村本 亘 大山アークＣ +9 81 81(42 39) 石生 正美 徳山Ｃ +17 89 89(45 44)

★ 明石 啓児 山陽国際Ｇ +2 74 74(37 37) ★ 岡本 昌樹 倉敷Ｃ +6 78 78(39 39) 99 森本 良隆 広島安佐Ｇ +10 82 82(41 41) 144 坪 美弘 新岡山Ｇ +18 90 90(40 50)

★ 江尻 邦夫 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 +2 74 74(36 38) ★ 吉野 光治 岡山西Ｇ +6 78 78(40 38) 川上 英髙 新岡山Ｇ +10 82 82(38 44) 勝田 義幸 金城Ｃ +18 90 90(45 45)

★ 11 村上 公俊 京覧Ｃ +3 75 75(36 39) ★ 平川 芳和 広島国際Ｇ +6 78 78(38 40) 岡本 篤雄 尾道Ｃ +10 82 82(44 38) 井原 昌信 和木Ｇ +18 90 90(44 46)

★ 田中 克己 岡山国際Ｇ +3 75 75(37 38) ★ 西村 彰 大山アークＣ +6 78 78(37 41) 新後 博司 岡山国際Ｇ +10 82 82(40 42) 147 藤村 敏 鳥取Ｃ +19 91 91(44 47)

★ 近藤 公一郎 岡山Ｃ +3 75 75(34 41) ★ 掛谷 政夫 瀬戸大橋Ｃ +6 78 78(39 39) 山﨑 吾朗 島根Ｇ +10 82 82(38 44) 148 山砥 隆史 岡山Ｇ +24 96 96(47 49)

★ 西村 勝 賀茂Ｃ +3 75 75(37 38) ★ 59 本城 正則 備中高原北房Ｃ +7 79 79(38 41) 田淵 祥之 鬼ノ城Ｇ +10 82 82(40 42) 149 義満 浩二 柳井Ｃ +25 97 97(51 46)

★ 新宅 昭雄 広島紅葉Ｃ +3 75 75(36 39) ★ 藤井 良之 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞＧ +7 79 79(41 38) 岡田 輝雄 広島紅葉Ｃ +10 82 82(39 43) 欠場 金築 功 島根県Ｇ協会 ( )

★ 井戸 繁明 岡山国際Ｇ +3 75 75(37 38) ★ 池田 稔 徳山国際Ｃ +7 79 79(39 40) 綱分 修二 金城Ｃ +10 82 82(39 43) 欠場 尾見門 寿 八千代Ｃ ( )

★ 17 蔭本 一義 広島安佐Ｇ +4 76 76(41 35) ★ 野中 一雄 尾道Ｃ +7 79 79(39 40) 山内 正行 岡山西Ｇ +10 82 82(40 42) 欠場 西見 綱夫 山口県Ｇ協会 ( )

★ 中谷 輝 岡山Ｇ +4 76 76(35 41) ★ 小林 茂美 湯郷石橋Ｇ +7 79 79(39 40) 滝 省三 徳山国際Ｃ +10 82 82(37 45) 欠場 佐藤 善雄 JFE瀬戸内海Ｇ ( )

★ 松本 新語 久米Ｃ +4 76 76(38 38) ★ 山縣 敏雅 吉備Ｃ +7 79 79(38 41) 波田 覚 広島佐伯Ｃ +10 82 82(44 38) 欠場 小川 信房 いづも大社Ｃ ( )

★ 友杉 誠 吉備高原Ｃ +4 76 76(38 38) ★ 原 富紀 久米Ｃ +7 79 79(39 40) 丸山 勝 井原Ｇ +10 82 82(38 44) 欠場 高田 慶一 広島国際Ｇ ( )

★ 木村 三樹夫 広島佐伯Ｃ +4 76 76(36 40) ★ 古谷 栄一 岡山Ｇ +7 79 79(42 37) 岩尾 邦雄 和木Ｇ +10 82 82(43 39) 欠場 小田 弟一 岡山霞橋Ｇ ( )

★ 伊藤 基 長船Ｃ +4 76 76(40 36) ★ 石丸 文雄 岡山西Ｇ +7 79 79(38 41) 112 髙木 伸夫 東広島Ｃ +11 83 83(44 39) 欠場 河﨑 雄二 鳥取Ｃ ( )

★ 藤田 平三郎 広島安佐Ｇ +4 76 76(39 37) ★ 渡邊 敬一 たけべの森Ｇ +7 79 79(36 43) 道町 裕 三原Ｃ +11 83 83(41 42) 欠場 田口 一郎 新岡山Ｇ ( )

★ 虫明 晃 山陽Ｇ +4 76 76(40 36) ★ 坂田 和也 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ +7 79 79(39 40) 池尻 雅美 尾道うずしおＣ +11 83 83(39 44) 欠場 斉藤 久成 金城Ｃ ( )

★ 桑原 壽明 広島国際Ｇ +4 76 76(34 42) ★ 福本 富夫 備中高原北房Ｃ +7 79 79(41 38) 国重 忠 美和Ｇ +11 83 83(42 41)

★ 26 田中 昌宏 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +5 77 77(37 40) ★ 門田 茂伸 岡山西Ｇ +7 79 79(39 40) 沖重 高明 瀬野川Ｃ +11 83 83(41 42)

★ 大田 芳久 山口レインボー +5 77 77(38 39) ★ 藤枝 勉 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +7 79 79(41 38) 117 山本 哲嗣 尾道うずしおＣ +12 84 84(38 46)

★ 石田 寛治 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 +5 77 77(37 40) ★ 73 芳澤 邦彦 瀬戸内ﾘｿﾞｰﾄ +8 80 80(38 42) 日野 美好 湯郷石橋Ｇ +12 84 84(43 41)

★ 同前 康 後楽Ｇ +5 77 77(37 40) ★ 田中 宏明 八千代Ｃ +8 80 80(39 41) 藤本 哲也 山陽Ｇ +12 84 84(43 41)

★ 遠藤 佳男 八千代Ｃ +5 77 77(39 38) ★ 近常 俊彦 たけべの森Ｇ +8 80 80(42 38) 黒松 忍 山陽国際Ｇ +12 84 84(41 43)

★ 服部 彰彦 広島紅葉Ｃ +5 77 77(39 38) ★ 山田 雅大 和木Ｇ +8 80 80(43 37) 太安 哲教 備中高原北房Ｃ +12 84 84(40 44)

★ 井上 繁 尾道うずしおＣ +5 77 77(36 41) ★ 大野 仁士 柳井Ｃ +8 80 80(38 42) 122 石飛 好一 玉造温泉Ｃ +13 85 85(41 44)

★ 村本 俊彦 和木Ｇ +5 77 77(40 37) ★ 横尾 純司 柳井Ｃ +8 80 80(39 41) 武田 裕一 京覧Ｃ +13 85 85(44 41)

★ 伊藤 祐作 岡山御津Ｃ +5 77 77(37 40) ★ 石高 雄二 柳井Ｃ +8 80 80(38 42) 村田 利明 広島佐伯Ｃ +13 85 85(42 43)

★ 村本 雅典 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 +5 77 77(37 40) ★ 諏澤 一 笠岡Ｃ +8 80 80(38 42) 播摩 潤司 京覧Ｃ +13 85 85(40 45)

★ 今井 泰則 鷹の巣Ｇ +5 77 77(37 40) ★ 細田 敦範 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +8 80 80(37 43) 高塚 俊夫 大山平原Ｇ +13 85 85(42 43)

★ 末島 賢治 宇部７２Ｃ +5 77 77(37 40) ★ 金城 三郎 宇部７２Ｃ +8 80 80(39 41) 三宅 信治 呉Ｃ +13 85 85(40 45)

★ 棗田 宜治 広島佐伯Ｃ +5 77 77(36 41) ★ 蛭子 宗夫 鷹の巣Ｇ +8 80 80(39 41) 一場 光則 庄原Ｃ +13 85 85(43 42)

★ 三間地 和正 山口レインボー +5 77 77(40 37) ★ 砂田 初 三原Ｃ +8 80 80(42 38) 下山 和徳 山陽Ｇ +13 85 85(42 43)

★ 40 眞木 光雄 東広島Ｃ +6 78 78(39 39) ★ 徳田 照夫 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +8 80 80(42 38) 松木 敏彦 京覧Ｃ +13 85 85(44 41)

★ 藤井 建一 徳山国際Ｃ +6 78 78(39 39) ★ 貞清 寛行 久井Ｃ +8 80 80(38 42) 小松 光彦 芸南Ｃ +13 85 85(44 41)

★ 石田 仁樹 鳥取県Ｇ協会 +6 78 78(38 40) ★ 應本 方温 後楽Ｇ +8 80 80(37 43) 中西 誠三 美和Ｇ +13 85 85(41 44)

★ 高尾 昌芳 真庭Ｃ +6 78 78(39 39) ★ 板倉 常治 八千代Ｃ +8 80 80(40 40) 133 西山 高義 山陽Ｇ +14 86 86(44 42)

★ 仁宮 祐典 備中高原北房Ｃ +6 78 78(39 39) 89 梶川 進 広島Ｃ +9 81 81(39 42) 猿渡 寿郎 徳山Ｃ +14 86 86(39 47)

★ 河原 仁 旭国際Ｇ +6 78 78(41 37) 小原 正美 大山平原Ｇ +9 81 81(40 41) 薮井 友一 東児が丘 +14 86 86(41 45)

★印予選通過者 競技委員長　　谷　本　雄　謙

中須ゴルフ倶楽部

(6392Yards  Par72)CGUCHUGOKU GOLF UNION


