
2022.11.19

鷹の巣ゴルフクラブ

＜アウトコース＞ 中四国地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

松島 ⼤輔 中磯 敬 釜屋 宏基 髙垣 英⼆

武⽥ 昇逸郎 ⼭⽥ 隆充 蓮池 哲也 ⾼⼭ 徹

松本 ⼀雄 平松 芳彦 栢原 隆⾏ 才野 裕識

⽥中 ⼀平 蓮池 ⼤介 ⽷賀 誠 ⼤之⽊ 信⾏

安本 正徳 ⼭中 威彦 杉野 将紀 佐々⽊ 徹

⼩島 豊宏 ⼤湊 孝之 佐藤 憲司 野⽥ 哲夫

⻄⼝ ⼀徳 ⽩重 信浩 佐々⽊ 博⽂ 森⽥ 公昭

芳澤 邦彦 ⾦清 和⼈ 斎藤 正成 仁保 健太

川原 利之 ⼤⽥ 哲也 志賀 伸彦 ⽊下 洋⼀

坂⽥ 和也 寺本 守 福井 拓郎 東 豊

野地 秀明 新⽥ 量⼆ 本城 和宏 ⼤⻄ 孝司

⾕⼝ 公啓 蛭⼦ 宗夫 ⼟居 貞宏 ⼤島 弘嗣

三上 主樹 森野 勝義 佐藤 雅彦 ⽩濱 ⾼⽂

清⽔ 貞⾂ 清⽔ 重⾏ 花咲正志 樋⾼ 典孝

福岡 浩⼆ 瀧⽥ 裕⼆ 永久 ⼤輔 橋⼝ ⼤輔

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:39
安佐ゴルフクラブ・安佐ゴルフクラブ 岡⼭霞橋ゴルフ倶楽部・KASUMI TEAM 4

4 7:46
加茂カントリークラブ・Steady&Co. 広島カンツリー倶楽部・オールダイモトックス

1 7:25
JFE瀬⼾内海ゴルフ倶楽部・JFE瀬⼾内海ゴルフ倶楽部 瀬野川カンツリー倶楽部・おにぎりくん

2 7:32
フォレストヒルズゴルフ＆リゾート・めぐむを囲む仲間たち 岡⼭霞橋ゴルフ倶楽部・ミスター霞橋

7 8:07
瀬⼾内ゴルフリゾート・芦原会 広島県信⽤農業協同組合連合会・10オーバー

8 8:14
瀬⼾内ゴルフリゾート・Good4 広島紅葉カントリークラブ・⽶⽶CLUB

5 7:53
賀茂カントリークラブ・チーム Come on! 広島カンツリー倶楽部・ST会

6 8:00
広島ゴルフ倶楽部・広島ゴルフ倶楽部 株式会社はまはら・これから会

9 8:21
リージャスクレストゴルフクラブ・リージャスクレストA ⼤⼭アークカントリークラブ・ふぉーだらーず

15 9:03
有限会社泉ボイラー設備機器・チームspring water 井原ゴルフ倶楽部・井原ゴルフ倶楽部

リージャスクレストゴルフクラブ・リージャスクレストB ⼤⼭アークカントリークラブ・浪漫⾶⾏

リージャスクレストゴルフクラブ・リージャスクレストC ⼤⼭アークカントリークラブ・ちゃんがらーず

鷹の巣ゴルフクラブ・鷹の巣シニア〜ズ 美和ゴルフクラブ・シャンキーズ

10 8:28

11 8:35

12 8:42

14 8:56
東洋防蝕⼯業有限会社・TEAM TOYO 笠岡カントリー倶楽部・笠岡カントリークラブ TEAM D

13 8:49
鷹の巣ゴルフクラブ・バックボーン 笠岡カントリー倶楽部・チーム笠岡



2022.11.19

鷹の巣ゴルフクラブ

＜インコース＞ 中四国地区予選

⽒名 ⽒名 ⽒名 ⽒名

下江 弘 桒⽥ 哲治 ⼭本 ⾹津夫 今⾥ 雅弘

藤井 巌 上⽥ 恵 宮崎 光徳 岩本 英吉

古⽥ 真規 藤⽥ 清司 ⽊下 栄和 佐川 有史

細川 ⿓⼀ 国広 慎⼆ 有本 雄⼀ ⾦川 康⼆

新宮 正識 増井 慶次 富春 豪⽂ 辻 和隆

北中 康宏 ⾼⾒ 信吾 寺⼭ 耕治 細⾕ 修三

芦原 靖彦 ⽊村 英⽰ 新開 和成 川光 守

園⽥ 好美 井⼝ 昌之 ⼤礒 宏⼰ ⻄村 良祐

児⽟ 宣吾 ⽵野 義彦 藤瀬 雅史 ⾕本 崇

⼤道 義明 森川 ⼤輔 徳⽥ 照夫 稲村 治年

中⽥ 靖夫 ⽟⽥ 幸治 ⽵中 靖史 伊丹 晋司

鈴⽊ 美秀 ⻄本 健兒 吉村 雄⼆ 岩本 克⼰

池本 燿由貴 淡野 乃祐 畑本 太 関 皐太

望⽉ 淳司 ⾹川 善規 ⾦⼄ 雅美 松本 薫

瀧⽥ ⼤護 浜辺 怜 松井 勇作 外⼭ ⽂将

組 時間
所属／チーム名 所属／チーム名

3 7:39
安佐ゴルフクラブ・安佐ゴルフクラブ 岡⼭霞橋ゴルフ倶楽部・KASUMI TEAM 4

4 7:46

9 8:21
リージャスクレストゴルフクラブ・リージャスクレストA ⼤⼭アークカントリークラブ・ふぉーだらーず

5 7:53
賀茂カントリークラブ・チーム Come on! 広島カンツリー倶楽部・ST会

1 7:25
JFE瀬⼾内海ゴルフ倶楽部・JFE瀬⼾内海ゴルフ倶楽部 瀬野川カンツリー倶楽部・おにぎりくん

2 7:32
フォレストヒルズゴルフ＆リゾート・めぐむを囲む仲間たち 岡⼭霞橋ゴルフ倶楽部・ミスター霞橋

15 9:03
有限会社泉ボイラー設備機器・チームspring water 井原ゴルフ倶楽部・井原ゴルフ倶楽部

瀬⼾内ゴルフリゾート・芦原会 広島県信⽤農業協同組合連合会・10オーバー

8 8:14
瀬⼾内ゴルフリゾート・Good4 広島紅葉カントリークラブ・⽶⽶CLUB

13 8:49
鷹の巣ゴルフクラブ・バックボーン 笠岡カントリー倶楽部・チーム笠岡

11 8:35
リージャスクレストゴルフクラブ・リージャスクレストC ⼤⼭アークカントリークラブ・ちゃんがらーず

12 8:42
鷹の巣ゴルフクラブ・鷹の巣シニア〜ズ 美和ゴルフクラブ・シャンキーズ

10 8:28

14 8:56
東洋防蝕⼯業有限会社・TEAM TOYO 笠岡カントリー倶楽部・笠岡カントリークラブ TEAM D

リージャスクレストゴルフクラブ・リージャスクレストB ⼤⼭アークカントリークラブ・浪漫⾶⾏

7 8:07

6 8:00
広島ゴルフ倶楽部・広島ゴルフ倶楽部 株式会社はまはら・これから会

加茂カントリークラブ・Steady&Co. 広島カンツリー倶楽部・オールダイモトックス



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

⽇本クラブチームゴルフ選⼿権

競技委員⻑ 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 〕 競技前⽇、当⽇の連絡は開催ゴルフ場へご連絡ください。


