
中国地区予選 2019.11.16
鷹の巣ゴルフクラブ

No 所属名／チーム名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 選⼿名 チームスコア
鷹の巣ゴルフクラブ 三上 主樹 森野 勝義 池本 燿由貴 井上 貴博
⼿ぶらで帰せん 72 75 76 89

リージャスクレストゴルフクラブ 坂⽥ 和也 寺本 守 ⼤道 義明 森川 ⼤輔
リージャスクレストBチーム 82 73 86 76
広島安佐ゴルフクラブ 松本 ⼀雄 平松 芳彦 ⾅井 稔 ⽥中 耕⼀郎
広島安佐ゴルフ 89 74 76 84
⼤⼭アークカントリークラブ 稲村 治年 徳⽥ 照夫 ⼤⻄ 孝司 福井 拓郎
⼤⻄商店 82 78 77 84
広島紅葉カントリークラブ 斎藤 正成 丸⼭ 陽介 瀧⼝ 徹 佐々⽊ 智裕
⽶⽶CLUB 72 83 82 85
芸南カントリークラブ 廣津 元基 野地 英之 梅本 鉄兵 冨広 陽⼀
とりあえずげいなん 83 79 79 81
⼤⼭アークカントリークラブ 志賀 伸彦 ⽊下 洋⼀ 藤瀬 雅史 ⾕本 崇
ふぉーだらーず 82 79 78 99

広島カンツリー倶楽部 杉野 将紀 ⽵久保 孝⼠ ⽥⼭ 節夫 榎⽊ 亮次
広漢倶楽部 81 74 85 97
笠岡カントリークラブ 中⾕ 賢介 花咲 正志 永久 ⼤輔 松井 勇作
チーム笠岡B 78 81 82 84
リージャスクレストゴルフクラブ 川原 利之 沖 賢⼀ ⾼⽊ 英洋 児⽟ 宣吾
リージャスクレストAチーム 78 86 88 77
鷹の巣ゴルフクラブ ⾕⼝ 公啓 蛭⼦ 宗夫 ⼭野井 秀樹 垰 ⼀⾂
鷹の巣ロータリアンズ 84 85 89 74
鷹の巣ゴルフクラブ ⼭下 薫⼆ ⼩⽥ ⽂明 蔵重 耕⼀ 淡野 乃祐
あわきち 98 81 82 86
真庭カンツリークラブ 内藤 貴嗣 ⼭下 孝暁 三垣 ⽇出⼈ 佐藤 隆吾
Team 頌 83 95 83 85
瀬野川カンツリー倶楽部 ⻄中 誠 今⾥ 雅弘 釜屋 宏基 ⾼垣 英⼆
シャンクな⼈々 95 87 77 88
⼾⼭カントリークラブ ⾺渡 義彦 渡辺 城市 村⽥ 博⾂ 富春 豪仁
チーム ジョー 92 87 84 82
美和ゴルフクラブ 岩本 克⼰ ⽚⼭ 正雅 ⼟居 貞宏 吉村 雄⼆
シャンキーズ 80 86 96 88
広島紅葉カントリークラブ 菅 利彦 原⽥ 賢太郎 ⻄本 英次 ⼟本 健⼆
紅葉Bチーム 90 86 85 85
賀茂カントリークラブ 安本 正徳 ⼭中 威彦 森本 栄植 新宮 正識
チーム Come on ! 87 92 94 80
リージャスクレストゴルフクラブ 新⽥ 量⼆ 野地 秀明 中⽥ 靖夫 ⽟⽥ 幸治
リージャスクレストCチーム 87 86 87 87

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2020.5.5 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定
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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2020.3.28 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ）へ進出が決定
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福⼭カントリークラブ 松原 宏林 舘上 健⼆ 福⽥ 丈晴 ⾓⽥ 喜敬
Y.F.T.T 91 84 95 88
株式会社モルテン 梶原 隆司 冨永 卓良 中川 ⼀弘 ⼩林 靖始
チーム モルテン 92 90 84 95

〔条件〕
コース：6,815yards（Par72）
天候：晴れ、北東の⾵（1m）
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