
中四国地区予選 2021.11.6
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
笠岡カントリー倶楽部 佐藤 雅彦 ⽩浜  ⾼⽂ 畑本 太 関 皐太
チーム笠岡 72 77 72 74

⾦城カントリークラブ 広藤 ⼤樹 細⼭ ⼒⽣ 鎌⽥ 賢⼆ 岡本 肇晋
チームてん・てん 76 76 74 86
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 75 79 73 84
鷹の巣ゴルフクラブ 淡野 乃祐 宮尾 裕史 森⽥ 公昭 吉本 四徳
あわきち 79 80 74 77
鷹の巣ゴルフクラブ 三上 主樹 森野 勝義 井上 貴博 池本 燿由貴
井上さんを⼿ぶらで帰せん︕ 79 74 84 77
広島紅葉カントリークラブ 斎藤 正成 ⼟本 健⼆ ⼤礒 宏⼰ ⻄村 良祐
⽶⽶CLUB 75 80 89 80
芸南カントリークラブ ⼭⼝ 英賢 福光 直規 林 健太郎 植⽥ 彰
広島じゃけん芸南A 75 88 83 79

笠岡カントリー倶楽部 花咲 正志 吉井 鉄治 橋⼝ ⼤輔 永久 ⼤輔
笠岡カントリーA 76 91 77 84
笠岡カントリー倶楽部 村⽥ 豊 ⾦⼄ 雅美 松本 薫 樋⾼ 典孝
チームはなちゃん 86 75 82 81
岡⼭霞橋ゴルフ倶楽部 ⽊下 栄和 福島 啓太 栢原 隆⾏ 才野 裕識
チームカスミ No3 85 80 75 94
千代⽥ゴルフ倶楽部 中川 秀之 佐伯 透 徳弘 広明 梶本 誠
千代⽥ナカガワ会 80 81 81 85
芸南カントリークラブ 廣津 元基 ⽥原 真⼀郎 野地 英之 ⼭崎 聡之
広島じゃけん芸南B 82 77 83 91
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
チームカスミ TTME エボリューション 79 87 77 87
⼤⼭アークカントリークラブ ⼤⻄ 孝司 福井 拓郎 徳⽥ 照夫 稲村 治年
⼤⻄商店 89 82 77 84
賀茂カントリークラブ 安本 正徳 ⼭中 威彦 新宮 正識 森本 栄植
チームCome on! 78 85 80 102
広島紅葉カントリークラブ 瀧⼝ 徹 明光 慶多 岡⽥ ⻯⼆ 丸⼭ 陽介
岡⼭⾏って焼⾁⾷べる会 77 76 94 95
鷹の巣ゴルフクラブ ⾕⼝ 公啓 蛭⼦ 宗夫 寺岡 浩⼆ 武⽥ 康治
鷹の巣ローグス 82 78 88 89
鷹の巣ゴルフクラブ 逢坂 宏⺒ 宮本 英治 嶋中 貴⽂ 蓮池 雅信
TEAM SMASH 80 90 87 83
岡⼭霞橋ゴルフ倶楽部 紀村 勝也 渡辺 浩充 篠原 耕造 ⾒村 聡
霞橋47 80 86 85 99
フォレストヒルズゴルフ＆リゾート 武⽥ 昇逸郎 上⽥ 恵 藤井 巌 古江 暢敏
フォレストGO 81 96 88 84
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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／2022.3.26 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／2022.5.3 ⾼室池ゴルフ倶楽部）へ進出が決定

19

9

10

16 247

17 248

18 250

243

14 243

15 243

251

20

12 242

253

13



瀬⼾内ゴルフリゾート 新本 和司 井⼝ 昌之 芳澤 邦彦 ⾦清 和⼈
Good4 91 87 83 84
出雲空港カントリー倶楽部 ⼩松原 勝 ⼭崎 育男 ⼤⻄ 雅 朝⽇ 正
チームSSP 89 86 89 81
美和ゴルフクラブ 岩本 克⼰ 松⽥ 佳彦 吉村 雄⼆ ⼟居 貞宏
極みーず 84 87 93 85
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 93 88 85 84
鷲⽻ゴルフ倶楽部 徳⽵ 淳 原⽥ 悟旨 杉村 裕輝 ⽚岡 ⼤地
ネクストパーフェクト 87 85 86 88
瀬野川カンツリー倶楽部 ⾼垣 英⼆ ⼭本 ⾹津夫 ⻄中 誠 今⾥ 雅弘
SAKURA 87 86 85 92
グリーンバーズゴルフ倶楽部 下江 唯夫 尾多賀 正紳 ⾼橋 克尚 ⾼⽥ 弘興
チーム ダークホース 109 89 97 83

〔条件〕
コース︓6,835yards（Par72）
天候︓曇り、北東の⾵（2m）
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