
2022年度(第15回)中国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

[第1ラウンド]　2022年9月29日(木)

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 荒木 翔也 パインツリーＧ -3 69 69(33 36) ★ 小川 浩一 久井Ｃ +5 77 77(39 38) ★ 三島 一文 大山Ｇ +8 80 80(40 40) 卯元 啓之 広島県Ｇ協会 +14 86 86(43 43)

★ 2 西山 武志 山陽Ｇ -1 71 71(36 35) ★ 浮田 邦彦 三原Ｃ +5 77 77(40 37) ★ 森川 徹 安芸Ｃ +8 80 80(40 40) 坂田 光徳 福山Ｃ +14 86 86(46 40)

★ 金光 洋二 鬼ノ城Ｇ -1 71 71(35 36) ★ 白井 健一 たけべの森Ｇ +5 77 77(37 40) ★ 富春 豪文 下関Ｇ +8 80 80(39 41) 藤 聖隆 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +14 86 86(39 47)

★ 4 関川 和夫 瀬戸大橋Ｃ ±0 72 72(36 36) ★ 尾尻 真栄 安芸Ｃ +5 77 77(40 37) 94 楢崎 修弘 広島県Ｇ協会 +9 81 81(37 44) 139 高橋 弘光 福山Ｇ +15 87 87(43 44)

★ 門脇 龍輔 島根Ｇ ±0 72 72(38 34) ★ 山本 盛亮 井原Ｇ +5 77 77(38 39) 中川 直巳 新岡山Ｇ +9 81 81(42 39) 高橋 良典 山陽国際Ｇ +15 87 87(44 43)

★ 宮田 敬司 三原Ｃ ±0 72 72(36 36) ★ 松下 裕治 久米Ｃ +5 77 77(40 37) 池口 義仁 久米Ｃ +9 81 81(41 40) 141 遠藤 正 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山 +16 88 88(45 43)

★ 7 松本 昌彦 久井Ｃ +1 73 73(36 37) ★ 伊田 和久 岡山西Ｇ +5 77 77(41 36) 岡田 正洋 芸南Ｃ +9 81 81(43 38) 大本 豊 井原Ｇ +16 88 88(43 45)

★ 石川 倫也 赤坂ﾚｲｸｻｲﾄﾞC +1 73 73(38 35) ★ 古澤 嘉久 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +5 77 77(37 40) 末田 正治 広島Ｃ +9 81 81(39 42) 大島 一洋 吉備高原Ｃ +16 88 88(39 49)

★ 安藤 大祐 岡山御津Ｃ +1 73 73(36 37) ★ 田中 純平 広島東映Ｃ +5 77 77(38 39) 片岡 大地 鷲羽Ｇ +9 81 81(39 42) 144 深水 新吾 湯郷石橋Ｇ +17 89 89(44 45)

★ 藤原 健吾 尾道Ｃ +1 73 73(37 36) ★ 平工 直樹 広島西Ｃ +5 77 77(40 37) 宗友 信夫 岡山国際Ｇ +9 81 81(41 40) 145 伊藤 邦晃 徳山国際Ｃ +18 90 90(45 45)

★ 黒川 直広 安芸Ｃ +1 73 73(37 36) ★ 56 井上 憲一 井原Ｇ +6 78 78(38 40) 守田 昌文 井原Ｇ +9 81 81(42 39) 佐々木 徹 広島Ｃ +18 90 90(47 43)

★ 光成 勇司 新市ｸﾗｼｯｸＧ +1 73 73(36 37) ★ 鎌田 賢二 金城Ｃ +6 78 78(39 39) 岡本 剛徳 いづも大社Ｃ +9 81 81(42 39) 147 内本 裕二 広島国際Ｇ +19 91 91(47 44)

★ 13 松浦 正行 広島吉和の森Ｇ +2 74 74(39 35) ★ 重藤 武士 鬼ノ城Ｇ +6 78 78(39 39) 島谷 吉和 尾道うずしおＣ +9 81 81(43 38) 148 糸賀 克己 玉造温泉Ｃ +21 93 93(46 47)

★ 竹ノ上 剛規 山陽国際Ｇ +2 74 74(38 36) ★ 田上 幸信 東広島Ｃ +6 78 78(37 41) 田原 真一郎 芸南Ｃ +9 81 81(42 39) 景山 慎也 大山アークＣ +21 93 93(49 44)

★ 松友 涼祐 吉備高原Ｃ +2 74 74(37 37) ★ 花咲 正志 笠岡Ｃ +6 78 78(37 41) 中村 尊史 徳山国際Ｃ +9 81 81(38 43) 150 大月 久志 玉造温泉Ｃ +23 95 95(46 49)

★ 桐谷 龍平 大山アークＣ +2 74 74(37 37) ★ 岡本 隆史 岡山Ｇ +6 78 78(40 38) 山下 晴一 岡山御津Ｃ +9 81 81(41 40) 欠場 青江 宏之 長船Ｃ ( )

★ 北原 成史 和木Ｇ +2 74 74(40 34) ★ 前田 智徳 鷹の巣Ｇ +6 78 78(38 40) 107 森定 直樹 尾道うずしおＣ +10 82 82(41 41) 欠場 益村 広次 広島国際Ｇ ( )

★ 堀尾 宏司 大山アークＣ +2 74 74(37 37) ★ 吉川 宏 大山Ｇ +6 78 78(38 40) 大西 孝司 大山アークＣ +10 82 82(42 40) 欠場 木下 柄寿 大山Ｇ ( )

★ 19 畑本 太 笠岡Ｃ +3 75 75(39 36) ★ 中村 公彦 広島西Ｃ +6 78 78(39 39) 葛野 博 山陽Ｇ +10 82 82(38 44) 欠場 水津 考啓 徳山Ｃ ( )

★ 二井 克助 広島西Ｃ +3 75 75(35 40) ★ 柿本 聖也 柳井Ｃ +6 78 78(40 38) 広藤 大樹 金城Ｃ +10 82 82(42 40) 欠場 廣幡 英和 和木Ｇ ( )

★ 三原 明典 いづも大社Ｃ +3 75 75(40 35) ★ 藤川 佳之 安芸Ｃ +6 78 78(37 41) 井手 博文 徳山Ｃ +10 82 82(39 43) 欠場 佐藤 雅彦 鬼ノ城Ｇ ( )

★ 寺本 守 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄＧ +3 75 75(37 38) ★ 67 中尾 学司 呉Ｃ +7 79 79(39 40) 河野 伸 尾道Ｇ +10 82 82(40 42) 欠場 河本 勝宏 山陽国際Ｇ ( )

★ 舟引 保裕 千代田G +3 75 75(36 39) ★ 川崎 真一 後楽Ｇ +7 79 79(40 39) 113 関原 薫 和木Ｇ +11 83 83(42 41) 欠場 石口 敬 久井Ｃ ( )

★ 難波 幸二 大山Ｇ +3 75 75(39 36) ★ 渡邉 裕之 井原Ｇ +7 79 79(41 38) 樋野 昇 島根Ｇ +11 83 83(42 41) 欠場 新田 博文 呉Ｃ ( )

★ 田中 紘人 備中高原北房Ｃ +3 75 75(40 35) ★ 岡崎 弘雲 山陽Ｇ +7 79 79(42 37) 諏澤 一 笠岡Ｃ +11 83 83(40 43) 欠場 迫田 浩荘 尾道うずしおＣ ( )

★ 岩崎 浩二 中須Ｇ +3 75 75(40 35) ★ 中本 尚俊 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +7 79 79(41 38) 斉藤 博 広島国際Ｇ +11 83 83(42 41)

★ 竹内 浩次郎 ｻﾞ･ｵｰｸﾚｯﾄＧ +3 75 75(39 36) ★ 佐崎 秀介 白竜湖Ｃ +7 79 79(37 42) 稲村 治年 大山アークＣ +11 83 83(43 40)

★ 北山 敬三 広島Ｃ +3 75 75(36 39) ★ 上田 宜存 ｻﾞ･ｵｰｸﾚｯﾄＧ +7 79 79(40 39) 田村 謙一 中須Ｇ +11 83 83(39 44)

★ 斎藤 正成 広島紅葉Ｃ +3 75 75(37 38) ★ 宮崎 稔之 金城Ｃ +7 79 79(39 40) 糸賀 誠 広島Ｃ +11 83 83(40 43)

★ 柏原 崇 尾道Ｃ +3 75 75(35 40) ★ 横野 蔵昌 笠岡Ｃ +7 79 79(43 36) 栢原 隆行 岡山霞橋Ｇ +11 83 83(36 47)

★ 紀村 勝也 岡山霞橋Ｇ +3 75 75(37 38) ★ 松原 亘孝 広島Ｇ +7 79 79(42 37) 121 村上 幸太郎 広島県Ｇ協会 +12 84 84(42 42)

★ 32 辺見 瑞一郎 パインツリーＧ +4 76 76(38 38) ★ 花江 一優 備中高原北房Ｃ +7 79 79(42 37) 小西 勝典 金城Ｃ +12 84 84(45 39)

★ 金乙 雅美 笠岡Ｃ +4 76 76(37 39) ★ 大場 誠司 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰＧ +7 79 79(35 44) 渡邊 淳平 白竜湖Ｃ +12 84 84(39 45)

★ 藤原 勝志 岡山Ｇ +4 76 76(38 38) ★ 西村 和彦 徳山国際Ｃ +7 79 79(42 37) 山根 剛 大山Ｇ +12 84 84(44 40)

★ 前原 光弘 岡山御津Ｃ +4 76 76(39 37) ★ 80 谷本 孝徳 久井Ｃ +8 80 80(35 45) 淡野 乃祐 鷹の巣Ｇ +12 84 84(41 43)

★ 上田 昌志 倉敷Ｃ +4 76 76(37 39) ★ 池田 弘典 大山平原Ｇ +8 80 80(44 36) 山本 隆 朝陽Ｃ +12 84 84(42 42)

★ 白濵 高文 笠岡Ｃ +4 76 76(38 38) ★ 清水 雄太郎 宮島Ｃ +8 80 80(38 42) 127 竹内 茂 広島東映Ｃ +13 85 85(41 44)

★ 野田 恭兵 岡山国際Ｇ +4 76 76(36 40) ★ 竹田 昌希 島根Ｇ +8 80 80(37 43) 蓮池 哲也 岡山霞橋Ｇ +13 85 85(42 43)

★ 森 和久 吉備高原Ｃ +4 76 76(38 38) ★ 村田 一路 柳井Ｃ +8 80 80(39 41) 西村 良祐 広島紅葉Ｃ +13 85 85(43 42)

★ 内田 光一 井原Ｇ +4 76 76(37 39) ★ 佐伯 幸憲 広島東映Ｃ +8 80 80(41 39) 小川 哲平 井原Ｇ +13 85 85(42 43)

★ 河城 信司 京覧Ｃ +4 76 76(39 37) ★ 西本 直彦 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸＧ +8 80 80(36 44) 桑原 壽明 広島国際Ｇ +13 85 85(44 41)

★ 芝田 大作 下関Ｇ +4 76 76(36 40) ★ 松上 勝 備中高原北房Ｃ +8 80 80(40 40) 亀石 浩幸 柳井Ｃ +13 85 85(43 42)

★ 国廣 隆二 たけべの森Ｇ +4 76 76(36 40) ★ 柴崎 博文 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 +8 80 80(41 39) 岩﨑 大泰 広島国際Ｇ +13 85 85(41 44)

★ 榎 泰志 呉Ｃ +4 76 76(39 37) ★ 石倉 高広 ｸﾗｼｯｸ島根Ｃ +8 80 80(40 40) 桂 浩倫 山陽国際Ｇ +13 85 85(40 45)

★ 45 清水 孝浩 岡山Ｃ +5 77 77(38 39) ★ 久保田 勝己 広島Ｇ +8 80 80(40 40) 135 冨田 竜史 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ山陽 +14 86 86(46 40)

★印予選通過者 競技委員長　　谷　本　雄　謙

鬼ノ城ゴルフ倶楽部

(6839Yards  Par72)CGUCHUGOKU GOLF UNION


