
開 催 日 ：2019年9月25日（水）

OUT 会 場 ：広島カンツリー倶楽部西条コース

組 時間 選手名 所　属 選手名 所　属 選手名 所　属 選手名 所　属

1 7:30 垰　一臣 広島市 三木　正悟 東広島市A 谷口　直行 竹原市 三田　耕治 府中町

2 7:38 高田　慶一 東広島市B 田盛　由紀 広島市安佐北A 後迫　崇史 呉市 渡辺　辰美 海田町

3 7:46 安井　利郎 三原市A 村田　利明 廿日市市 木村　章利 東広島市C 木本　浩和 広島市安芸区

4 7:54 髙本　龍太朗 福山市B 生口　景樹 広島市安佐北B 弘兼　敬芳 大竹市 井成　宏二 東広島市D

5 8:02 古江　暢敏 広島市佐伯 村尾　憲明 呉市安浦 佐久間　建弘 福山市A 久保　重敏 三原市B

6 8:10 木曽　泰 尾道市A 松浦　正行 安芸太田町 増田　義輝 広島市湯来 吉田　正司 庄原市B

7 8:18 岡村　盛司 大崎上島町 宗綱　秀臣 庄原市A 村上　公俊 尾道市B 本田　正晴 広島市東

8 8:26 山平　尚典 世羅町 藤原　章太郎 北広島町 大道　義明 安芸高田市 永井　隆 府中市

9 8:34 一場　光則 三次市 永久　大輔 神石高原町 得本　博朗 広島市 山脇　茂 府中町

10 8:42 国広　慎二 東広島市A 山田　一成 広島市安芸区 伊田　和久 福山市A 濱中　浩 廿日市市

11 8:50 塩川　晃市 竹原市 内海　一男 府中市 髙木　一成 広島市湯来 東谷　隆二 大崎上島町

12 8:58 臼井　稔 広島市安佐北A 浮田　邦彦 三原市A 中村　浩 東広島市B 中西　誠三 大竹市

13 9:06 相方　裕二 福山市B 中佐　俊治 広島市安佐北B 柏木　清貴 三原市B 武田　裕一 尾道市B

14 9:14 羽出　朋幸 三次市 上田　敏英 東広島市C 坂田　達道 広島市佐伯 丸林　多賀志 海田町

15 9:22 大森　伸二 呉市安浦 橋本　芳明 安芸高田市 光元　圓二 東広島市D 丸矢　達雄 広島市東

16 9:30 金本　順二 庄原市A 川上　辰男 神石高原町 山本　長正 世羅町 松村　純治 北広島町

17 9:38 河野　靖志 安芸太田町 藤原　健吾 尾道市A 菅原　良樹 呉市 佐々木　淳朗 庄原市B

18 9:46 藤井　秀徳 安芸高田市 藤川　佳之 東広島市B 大田　光孝 神石高原町 寺岡　伸二 広島市安佐北A

19 9:54 田辺　哲郎 広島市安佐北B 小笠原　誠 府中町 有重　敬文 東広島市C 徳永　豊 福山市B

20 10:02 卯元　啓之 福山市A 三木　靖雄 広島市湯来 峯松　亮 尾道市B 福原　俊雄 海田町

21 10:10 森川　大輔 広島市 広藤　大樹 安芸太田町 藤　栄治 東広島市A 山根　大輝 呉市安浦

IN

組 時間 選手名 所　属 選手名 所　属 選手名 所　属 選手名 所　属

1 7:30 澤原　美由紀 東広島市A 大津　聖美 広島市 山﨑　晴美 竹原市 田村　和子 府中町

2 7:38 水野　まり子 広島市安佐北 宮原　秀佳 東広島市B 志俵　純子 呉市 古谷　千賀子 三原市

3 7:46 黒野　美知枝 呉市安浦 三浦　彰子 尾道市 今中　鶴矢子 広島市安芸区 鈴木　典子 庄原市

4 7:54 岩崎　晶子 福山市A 吉田　京子 北広島町 堀下　薫 広島市佐伯 増山　智恵利 府中市

5 8:02 大背戸　美子 安芸高田市 島　万真恵 広島市東 池田　和美 福山市B 宮﨑　和江 神石高原町

6 8:10 望月　波津子 大崎上島町 西﨑　朋枝 東広島市B 中本　祐美 広島市安芸区 竹本　千春 竹原市

7 8:18 平本　利加 広島市 村瀬　宣子 呉市 花倉　法恵 東広島市A 大畑　洋子 府中町

8 8:26 原田　博美 尾道市 藤井　陽子 北広島町 大段　洋子 呉市安浦 山本　真由美 広島市安佐北

9 8:34 内藤　京子 庄原市 猪掛　洋子 安芸高田市 宮木　孝美 神石高原町 松浦　典子 大崎上島町

10 8:42 出田　順子 広島市佐伯 雨坪　真由美 福山市B 内田　裕美 府中市 田崎　一美 三原市

11 8:50 與本　美希子 福山市A 田邊　由子 広島市東 佐藤　優 大崎上島町 西田　愛子 東広島市B

12 8:58 新家　正子 三原市 浅野　智子 竹原市 山田　恵里 広島市安佐北 小田　玲子 北広島町

13 9:06 木下　香 広島市東 仁谷　伸恵 安芸高田市 尾田　幸子 呉市安浦 藤原　朱美 庄原市

14 9:14 植木　美穂子 東広島市A 小泉　美恵子 広島市佐伯 田邊　栄 神石高原町 峠　照子 福山市B

15 9:22 杉本　奈於美 呉市 沖　左津紀 広島市 垣原　久美子 福山市A 湯藤　英絵 府中市

16 9:30 槙原　恭子 尾道市 池田　佳世 広島市安芸区 皆川　千波 府中町

17 9:38 田中　徳明 大崎上島町 舛本　忠幸 三原市B 矢吹　吉美 庄原市A 三村　和由 大竹市

18 9:46 新谷　研二 東広島市D 宝大寺　裕 尾道市A 中越　岳士 北広島町 赤田　誠治 竹原市

19 9:54 宮崎　忠 三次市 石井　優二 広島市安芸区 野中　一雄 世羅町 山本　浩司 呉市

20 10:02 高橋　心里 広島市東 舩岡　辰彦 廿日市市 森本　博明 三原市A

21 10:10 薦口　裕行 府中市 橋本　佳人 庄原市B 大谷　潔 広島市佐伯

1. 欠場のある時は本スタート時刻及び組合せを変更する場合がある。

2. 欠場の場合、競技前日までは広島県ゴルフ協会（℡082-555-8231）へ、

競技当日は開催コース（広島カンツリー倶楽部西条コース　℡082-426-0123）へ連絡する事。

★ 無断欠場は来年度の当該競技の出場を停止する。 競技委員長　高本　照久

第44回広島県民体育大会ゴルフ競技　〔組合せ及びスタート時刻表〕

参加者：165名（男子102名・女子63名）


