
OUT
組 時間 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

かんだ　ひなた くわはら　あいか うえだ　りな

神田　ひなた 桒原　愛果 植田　梨奈
あぼ　ことみ うえくに　さや ひろせ　かな はら　ゆうき

安保　寿美 上國　紗椰 廣瀬　加奈 原　有希
なかむら　かのん よしもと　ゆいな まつもと　なほこ たがみ　ひなこ

中村　佳音 由元　結菜 松本　奈穂子 田上　妃奈子
おかもと　ひな からきだ　ひな やました　のりこ さかいはら　まき

岡本　陽菜 唐木田　妃菜 山下　乃子 境原　茉紀
ますだ　せり たなべ　ひかり くまもと　りな にった　ゆき

益田　世梨 田辺　ひかり 熊本　莉那 新田　有希
かき　ゆうな しんかい　みゆ えぐち　ともこ すずき　かな

垣　優菜 新海　美優 江口　智子 鈴木　花奈
あべ　あすか からきだ　りの まつばら　きぬえ おかだ　ゆいか

安部　明日香 唐木田　梨乃 松原　衣江 岡田　唯花
にしかわ ひろあき たなか まなと うえおか のぶはる たけや よしたか

西川　弘昭 田中　愛士 上岡　信晴 竹谷　佳孝
ひらい まさや ますむら ひろつぐ はしもと りゅうい ふじい だいすけ

平井　聖也 益村　広次 橋本　龍位 藤井　大輔
とくなが ひろき はらだ そら さとう りょうた さきかわ まさし

徳永　弘樹 原田　大空 佐藤　玲太 﨑川　将司
おかだ だいき よねはら かいと おおみや まさゆき かわむら まさゆき

岡田　大樹 米原　海斗 大宮　正幸 河村　雅之
はまさき けいご ほそかわ じゅんや ただ ともひろ まつばら ゆうと

浜崎　恵虎 細川　淳矢 多田　知広 松原　裕人
きよかわ とおる えのき やすし かさはら ひろき ただおか いっせい

清川　亨 榎　泰志 笠原　広規 忠岡　一清
かさはら あきら もりかわ だいすけ うえの のぶゆき ひろた さとる

笠原　瑛 森川　大輔 上野　展之 広田　悟
まつだ なおや せきとう ゆうじ たはら せいじ やまさき まさひろ

松田　直哉 関藤　侑嗣 田原　誠二 山﨑　正弘
とうげ はると よしだ こうき かたおか ひでふみ おだ たかのり

唐下　明徒 吉田　好輝 片岡　英史 小田　孝憲

組 時間 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

おくやま しょうじ たなか いっぺい せいけ かずお あはら ひさお

奥山　祥司 田中　一平 清家　和夫 阿原　久夫
おかだ まさひろ ますもと ただゆき くしおか たすく たなべ しんじ

岡田　正洋 舛本　忠幸 久志岡　亮 田辺　真治
たお かずおみ まつうら りょうじ はら さとし いしまる まさし

垰　一臣 松浦　良二 原　敏之 石丸　昌史
たけくぼ たかし いしだ たかや たちばな りょう にしむら かずき

竹久保　孝士 石田　貴也 立花　亮 西村　一輝
おおいし あつや ひろた なおと よしだ ゆうき たなか ひでみち

大石　敦也 廣田　直人 吉田　祐基 田中　秀道
かねおか けいご なかむら りゅういち すぎはら ゆうた おかも ひろお

金岡　奎吾 中村　隆一 杉原　悠太 岡茂　洋雄
てらにし りょうま たかがき えいじ いしかわ ゆうき くわむら ゆきのぶ

寺西　遼馬 高垣　英二 石川　裕貴 桑村　幸延
あべの いくぞう うもと けいじ かます ゆうき かわい せいや

阿部野　育三 卯元　啓之 釜須　雄基 河合　聖哉
ふじわら けんご おきむら しゅう わだ としひこ たかはし よしのぶ

藤原　健吾 沖村　柊 和田　敏彦 高橋　佳伸
みやもと ようへい うすい みのる もりかわ まさき ほうり けんじ

宮本　洋平 臼井　稔 森川　将樹 祝　玄司
おきた ゆうすけ とみはる ひでのり やまもと とよひで みやした ふみひと

沖田　悠輔 富春　豪文 山本　豊秀 宮下　文仁
むらかみ こうたろう せお あきお かわすみ しょうた おおした いさむ

村上　幸太郎 瀬尾　彰男 川澄　尚太 大下　勇
やなぎだ もとき ほんだ たかし おおた けんじ かわはら みのる

栁田　基希 本田  敬 大田　健司 川原　実
たけはら まさみ なかもと ふきと ひろい たろう すないり まさゆき

竹原　昌美 中本　富貴登 弘井　太郎 砂入　雅之
なかがわ ひでゆき やまなか かつき えのき しげはる みしま むさし

中川　秀之 山中　勝貴 榎　重晴 三島　武蔵
わかもと ひろあき おおいそ たける ごとう やすゆき たなか こうたろう

若本　祐昭 大礒　駿 後藤　庸之 田中　浩太郎
ふじい やすし おち ひろのり いのはら そうま なかしま たけし

藤居　泰志 越智　寛典 猪原　聡真 中島　武志
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＠アマチュア選手 参加者：131名　／　男子：104名（プロ：51名　アマ：53名）　女子：27名（プロ：15名　アマ：12名）

競技委員長

@ 尾道CC 8686 @ 広島西CC 86

BIGみー 77

17 9:38 @ 広島CC

呉CC 7785 @ 尾道CC 86

後楽GC 77

16 9:30 @ 呉CC

呉CC 7684 @ 鷹の巣GC 85

ｱｲｴｽ工房 76

15 9:22 @ 千代田OGMGC

Kochi黒潮CC 7684 @ 広島紅葉CC 84

観音寺ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 76

14 9:14 @ 瀬野川CC

フリー 7684 @ 呉CC 84

フリー 76

13 9:06 @ 広島佐伯CC

山陽GC 7583 @ 広島国際GC 83

高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCC 75

12 8:58 @ HGA

ﾊﾟｼﾌｨｯｸGC 7582 @ 瀬野川CC 83

舟入G 75

11 8:50 @ 広島紅葉CC

芸南CC 7582 @ 広島安佐GC 82

OGAWA GOLF 75

10 8:42 @ 広島GC

ﾛｲﾔﾙｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 7582 @ 広島国際GC 82

広島CC 75

9 8:34 @ 尾道CC

Fose 7581 @ HGA 82

フリー 74

8 8:26 @ 広島CC

フリー 7481 @ 瀬野川CC 81

鷹の巣GC 74

7 8:18 @ 賀茂CC

Fose 7480 @ HGA 81

信和ゴルフ 73

6 8:10 @ 瀬戸内GR

フリー 7380 @ HGA 80

宇部72CC 73

5 8:02 @ 広島紅葉CC

広島CC 7380 @ 呉CC 80

フリー 73

4 7:54 @ 瀬野川CC

センコー 7379 @ 瀬戸内GR 80

芸南CC 73

3 7:46 @ 瀬野川CC

鷹の巣GC 7379 @ 三原CC 79

Golf ZONE Hesaka 72

2 7:38 @ 広島佐伯CC

北海道ﾌﾞﾙｯｸｽCC 7278 @ 広島東映CC 78

氏 名 氏 名 氏 名 氏 名

1 7:30 @ 広島佐伯CC

広島CC 69

IN

長船CC 6970 @ 八千代CC 73

ｳｯﾃﾞｨｺﾞﾙﾌｽｸｴｱ 70

16 9:30 @ 鷹の巣GC

広島CC 6973 @ 尾道GC 73

TOSHIN 70

15 9:22 @ 中四国学連

三滝ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 7074 @ ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 74

JFE瀬戸内海GC 71

14 9:14 @ 鷹の巣GC

フリー 7074 @ 呉CC 74

呉CC 71

13 9:06 @ 安芸CC

高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCC 7175 @ 尾道GC 76

安芸CC 71

12 8:58 @ 中四国学連

フリー 7177 @ 大山ｱｰｸCC 77

鮎滝CC 71

11 8:50 @ 安芸CC

山陽国際GC 7177 @ 三原CC 77

賀茂CC 72

10 8:42 @ 東広島CC

フリー 7177 @ 瀬野川CC 77

ｴｰ･ｴﾑ･ｴｽ 72

9 8:34 @ 福山CC

賀茂CC 7278 @ 鷹の巣GC 78

広島CC

8 8:26 @ 福山CC

フリー＠ HGA

フリー

7 8:18 ＠ 鷹の巣GC

フリー広島CC

安芸CC

6 8:10 ＠ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ大山GC

広島CC伊藤園

広島CC

5 8:02 ＠ HGA

ﾛｲﾔﾙｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ＠ 笠岡CC

和木GC

4 7:54 ＠ HGA

広島CC＠ HGA

広島CC

3 7:46 ＠ HGA

フリー＠ 広島佐伯CC2 7:38 ＠ HGA

広島CC＠ 広島国際GC1 7:30 ＠ HGA
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