
中国地区予選 2022.11.19
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
有限会社泉ボイラー設備機器 福岡 浩⼆ 瀧⽥ 裕⼆ 瀧⽥ ⼤護 浜辺 怜
チームspring water 76 77 77 70

鷹の巣ゴルフクラブ 三上 主樹 森野 勝義 池本 燿由貴 淡野 乃祐
バックボーン 74 73 78 77
笠岡カントリー倶楽部 佐藤 雅彦 ⽩濱 ⾼⽂ 畑本 太 関 皐太
チーム笠岡 78 76 77 73
笠岡カントリー倶楽部 花咲正志 樋⾼ 典孝 ⾦⼄ 雅美 松本 薫
笠岡カントリークラブ TEAM D 70 79 77 83
鷹の巣ゴルフクラブ ⾕⼝ 公啓 蛭⼦ 宗夫 鈴⽊ 美秀 ⻄本 健兒
鷹の巣シニア〜ズ 80 78 73 82
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 79 75 84 77
広島紅葉カントリークラブ 斎藤 正成 仁保 健太 紀藤 輝圭 ⻄村 良祐
⽶⽶CLUB 74 87 86 74
⼤⼭アークカントリークラブ 福井 拓郎 東 豊 徳⽥ 照夫 稲村 治年
浪漫⾶⾏ 76 78 81 82
賀茂カントリークラブ 安本 正徳 ⼭中 威彦 新宮 正識 増井 慶次
チーム Come on! 77 80 78 87

広島ゴルフ倶楽部 ⼩島 豊宏 ⼤湊 孝之 北中 康宏 ⾼⾒ 信吾
広島ゴルフ倶楽部 99 77 80 78
リージャスクレストゴルフクラブ 川原 利之 ⼤⽥ 哲也 児⽟ 宣吾 ⽵野 善彦
リージャスクレストA 73 85 84 79
⼤⼭アークカントリークラブ 本城 和宏 ⼤⻄ 孝司 ⽵中 靖史 伊丹 晋司
ちゃんがらーず 76 84 78 86
岡⼭霞橋ゴルフ倶楽部 栢原 隆⾏ 才野 裕識 ⽊下 栄和 ⾼⼭ 徹
KASUMI TEAM 4 76 97 82 80
広島カンツリー倶楽部 ⽷賀 誠 ⾦川 康⼆ 有本 雄⼀ ⼤之⽊ 信⾏
オールダイモトックス 78 82 89 79
瀬⼾内ゴルフリゾート 芳澤 邦彦 ⾦清 和⼈ 園⽥ 好美 井⼝ 昌之
Good4 80 82 80 80
井原ゴルフ倶楽部 永久 ⼤輔 橋⼝ ⼤輔 松井 勇作 外⼭ ⽂将
井原ゴルフ倶楽部 83 79 81 81
広島カンツリー倶楽部 杉野 将紀 佐々⽊ 徹 富春 豪⽂ 辻 和隆
ST会 80 85 76 91
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 86 82 74 88
瀬野川カンツリー倶楽部 釜屋 宏基 髙垣 英⼆ ⼭本 ⾹津夫 今⾥ 雅弘
おにぎりくん 77 87 79 90
岡⼭霞橋ゴルフ倶楽部 蓮池 哲也 佐川 有史 宮崎 光徳 岩本 英吉
ミスター霞橋 85 97 75 87
JFE瀬⼾内海ゴルフ倶楽部 松島 ⼤輔 中磯 敬 下江 弘 桒⽥ 哲治
JFE瀬⼾内海ゴルフ倶楽部 94 83 76 89

以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（⻄⽇本地区決勝／2022.3.25 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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以上、⽇本クラブチームゴルフ選⼿権（全国決勝競技／2023.5.3 ザ・ロイヤルゴルフクラブ）へ進出が決定
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安佐ゴルフクラブ 若狭 伸 平松 芳彦 古⽥ 真規 藤⽥ 清司
安佐ゴルフクラブ 85 79 85 88
瀬⼾内ゴルフリゾート ⻄⼝ ⼀徳 ⽩重 信浩 芦原 靖彦 ⽊村 英⽰
芦原会 85 79 86 87
美和ゴルフクラブ ⼟居 貞宏 ⼤島 弘嗣 吉村 雄⼆ 岩本 克⼰
シャンキーズ 86 85 87 80
広島県信⽤農業協同組合連合会 森⽥ 公昭 ⽯⿊ 純平 佐々⽊ 博⽂ 川光 守
10オーバー 80 89 84 87
賀茂カントリークラブ ⽥中 ⼀平 蓮池 ⼤介 細川 ⿓⼀ 国広 慎⼆
Steady&Co. 82 81 93 91
東洋防蝕⼯業有限会社 清⽔ 貞⾂ 清⽔ 重⾏ 望⽉ 淳司 ⾹川 善規
TEAM TOYO 88 81 89 88
フォレストヒルズゴルフ＆リゾート 武⽥ 昇逸郎 ⼭⽥ 隆充 藤井 巌 上⽥ 恵
めぐむを囲む仲間たち 92 86 82 91
株式会社はまはら 佐藤 憲司 野⽥ 哲夫 寺⼭ 耕治 細⾕ 修三
これから会 96 86 82 91
リージャスクレストゴルフクラブ 野地 秀明 新⽥ 量⼆ 中⽥ 靖夫  
リージャスクレストC 88 90 95  

〔条件〕
コース︓6,645yards（Par72）
天候︓晴れ時々曇り、北東の⾵（1m）

254

22 249

23 250

26

25 251

24 251

27

28

29

273

257

259

259

30


