
2017.11.11

鷹の巣ゴルフクラブ

〔 　アウトコース 　〕 中国地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

⼤大森  治彦 練尾  晋⼀一 重藤  武⼠士 ⼭山本  武史

川原  利利之 沖  賢⼀一 徳⽥田  照夫 稲村  治年年

⼤大岳  雅善 野地  秀明 藤瀬  雅史 ⾕谷本  崇

⼭山崎  弘志 安藤  ⿓龍龍雄 安本  正徳 ⼭山中  威彦

井上  和久 ⽯石原  雅⽂文 村⽥田  豊 ⽩白濱  ⾼高⽂文

蛭⼦子  宗夫 ⾕谷⼝口  公啓 ⼭山﨑  育男 ⻩黄  守根

⾓角⽥田  喜敬 福⽥田  丈晴 森⽥田  公昭 吉本  四徳

川崎  義⼈人 中原  博之 井上  貴博 池本  燿由貴

橋本  健⼀一 湯村  充 岡⽥田  正洋 濱⼝口  憲治

中村  武 坂⽥田  幸村 ⼭山⼝口  英賢 福光  直規

桂  浩倫倫 若若﨑  透 ⽊木原  順⼀一 倉本  健

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

4 7:46
鷹の巣ゴルフクラブ・名無しチーム 賀茂カントリークラブ・チーム  Come  on!

1 7:25
新岡⼭山ゴルフクラブ・チーム新岡 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ・SYFYマリンクラブ

2 7:32
リージャスクレスト  ゴルフクラブ・リージャスAチーム ⼤大⼭山アークカントリークラブ・PINK  GORILLA

3 7:39
リージャスクレスト  ゴルフクラブ・リージャスBチーム ⼤大⼭山アークカントリークラブ・ふぉー・だらーず

5 7:53
鷹の巣ゴルフクラブ・ワルテック 笠笠岡カントリー倶楽部・KASAOKA.CC

7 8:14
福⼭山カントリークラブ・福⼭山カントリークラブ 鷹の巣ゴルフクラブ・Teamどんぐり

6 8:00
鷹の巣ゴルフクラブ・研修会A 出雲空港カントリー倶楽部・チーム510

9 8:28
島根ゴルフ倶楽部・チームしまかん 広島佐伯カントリー倶楽部・勝成A

8 8:21
下関ゴルフ倶楽部・チーム川棚 鷹の巣ゴルフクラブ・⼿手ぶらで帰せん！

11 8:42
下関ゴールデンゴルフクラブ・ゴールデン 芸南カントリークラブ・げいなんB

10 8:35
宇部72カントリークラブ・UBE72 芸南カントリークラブ・げいなんA



2017.11.11

鷹の巣ゴルフクラブ

〔 　インコース 　〕 中国地区予選

⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名 ⽒氏名

旦  和政 妹尾  義太郎郎 藤井  義久 横⽥田  忠明

⾼高⽊木  英洋 児⽟玉  宣吾 澤⽥田  光康 ⼤大⻄西  孝司

森  幸治 坂⽥田  和也 ⽊木下  洋⼀一 志賀  伸彦

松本  弘之 北北⾕谷  寿⽂文 森本  栄植 増井  慶次

⾚赤⽯石  政美 ⼭山本  基庚 窪⽥田  耕三 花咲  正志

⼭山下  薫⼆二 ⼩小⽥田  ⽂文明 ⼤大⻄西  雅 朝⽇日  正

舘上  健⼆二 ⼭山⽥田  和則 篠原  義弘 淡野  乃祐

鳴本  聡⼀一郎郎 笹原  友也 三上  主樹 森野  勝義

⼭山崎  敏郎郎 内藤  直久 奥⼭山  祥司 村⽥田  利利明

⿅鹿鹿嶋  英⼀一郎郎 澁⾕谷  勉 廣津  元基 ⽥田原  真⼀一郎郎

⽮矢⽥田  実 垰坂  仁 ⼭山崎  聡之 野地  英之

※競技当⽇日、⽋欠席等の都合により組合せ及びスタート時間が変更更になる場合があります。

⽇日本クラブチームゴルフ選⼿手権

競技委員⻑⾧長 　豊島  豊

〔  受付開始  〕 6時15分

※ご案内のスタート時間（40分前）までにご来場、受付をお済ませ下さい。

〔  緊急連絡先  〕 運営本部  080-‐‑‒6578-‐‑‒1414（⼤大会事務局の受付時間外及び競技当⽇日の連絡先）

所属／チーム名
組 時間

所属／チーム名

2 7:32
リージャスクレスト  ゴルフクラブ・リージャスAチーム ⼤大⼭山アークカントリークラブ・PINK  GORILLA

1 7:25
新岡⼭山ゴルフクラブ・チーム新岡 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ・SYFYマリンクラブ

3 7:39
リージャスクレスト  ゴルフクラブ・リージャスBチーム ⼤大⼭山アークカントリークラブ・ふぉー・だらーず

4 7:46
鷹の巣ゴルフクラブ・名無しチーム 賀茂カントリークラブ・チーム  Come  on!

5 7:53
鷹の巣ゴルフクラブ・ワルテック 笠笠岡カントリー倶楽部・KASAOKA.CC

6 8:00
鷹の巣ゴルフクラブ・研修会A 出雲空港カントリー倶楽部・チーム510

7 8:14
福⼭山カントリークラブ・福⼭山カントリークラブ 鷹の巣ゴルフクラブ・Teamどんぐり

8 8:21
下関ゴルフ倶楽部・チーム川棚 鷹の巣ゴルフクラブ・⼿手ぶらで帰せん！

11 8:42
下関ゴールデンゴルフクラブ・ゴールデン 芸南カントリークラブ・げいなんB

9 8:28
島根ゴルフ倶楽部・チームしまかん 広島佐伯カントリー倶楽部・勝成A

10 8:35
宇部72カントリークラブ・UBE72 芸南カントリークラブ・げいなんA


