
OUT

組 時間 所　属 所　属 所　属 所　属

1 7:30 ＠ 唐木田　哲也 安芸CC ＠ 河野　智紀 東広島CC 関藤　侑嗣 フリー 杉原　悠太 広島CC

2 7:39 ＠ 平田　英治 芸南CC ＠ 蔵重　耕一 鷹の巣GC 松原　裕人 呉CC 正路　尚希 千代田GC

3 7:48 ＠ 小笠原　孝弘 東広島CC ＠ 山本　一輝 広島安佐GC 上岡　信晴 賀茂CC 重谷　徹 フリー

4 7:57 ＠ 馬屋原　軌一 尾道GC ＠ 八木原　聖司 安芸CC 藤井　伸一 フリー 中武　力 ㈱ほっかほっかﾌｰﾂﾞ

5 8:06 ＠ 寺西　遼馬 賀茂CC ＠ 中本　富貴登 広島紅葉CC 砂入　雅之 ㈲ｱｲｴｽ工房 加藤　龍太郎 フリー

6 8:15 ＠ 吉田　朋樹 HGA ＠ 臼井　稔 広島安佐GC 小田　孝憲 広島CC 西村　一輝 宇部72CC

7 8:24 ＠ 山根　大輝 呉CC ＠ 福原　慶太 広島CC 山﨑　正弘 ウッディG 野村　孝義 山陽GC

8 8:33 ＠ 毛利　辰徳 尾道GC ＠ 平工　直樹 広島西CC 西岡　宏晃 志度CC 田中　大心 広島CC

9 8:42 ＠ 笠原　瑛 鷹の巣GC ＠ 竹久保　孝士 広島CC 弘井　太郎 Kochi黒潮CC 長谷川　祥平 フリー

10 8:51 ＠ 藤原　健吾 尾道CC ＠ 細川　達矢 京覧CC 平本　穏 ｱｲﾃﾞｨｵｰ 広田　悟 ﾄｰｼﾝ

11 9:00 ＠ 白井　瑛 鷹の巣GC ＠ 卯元　啓之 HGA 河井　博大 ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 池田　優佑 ㈱ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ

12 9:09 ＠ 金岡　奎吾 瀬戸内GR ＠ 冨廣　陽一 芸南CC 笠原　広規 フリー 沖野　克文 舟入GG

13 9:18 ＠ 坂本　柊人 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC ＠ 前田　智徳 鷹の巣GC 森川　将樹 芸南CC 片岡　英史 長船CC

14 9:27 ＠ 清川　亨 安芸CC ＠ 益村　広次 広島国際GC 兼本　貴司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 田中　浩太郎 フリー

15 9:36 ＠ 垰　一臣 鷹の巣GC ＠ 佐伯　幸憲 広島東映CC 田原　誠二 広島CC 重信　秀人 ㈱明興ﾃｸﾉｽ

16 9:45 ＠ 迫田　浩荘 尾道うずしおCC ＠ 白濵　高文 推薦 大宮　正幸 フリー 石徳　俊樹 広島CC

17 9:54 ＠ 田中　純平 広島東映CC ＠ 下江　弘 推薦 立花　亮 広島CC 稲田　達二 フリー

18 10:03 ＠ 田中　愛士 鷹の巣GC ＠ 松島　大輔 推薦 川原　実 観音寺ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 猪原　聡真 JFE瀬戸内海GC

19 10:12 ＠ 中川　裕二 東広島CC ＠ 角田　喜敬 推薦 岩渕　博幸 安芸CC 宮園　伸 フリー

IN

組 時間 所　属 所　属 所　属 所　属

1 7:30 ＠ 須藤　誠 尾道GC ＠ 波光　弘敬 広島国際GC 新里　倫啓 賀茂CC 榎　重晴 呉CC

2 7:39 ＠ 中村　浩一 安芸CC ＠ 杉野　将紀 広島安佐GC 松本　哲也 RIZAP㈱ 松下　雄一 フリー

3 7:48 ＠ 高橋　聡太 尾道GC ＠ 富春　豪文 瀬野川CC 池田　浩二 大日電機工業㈱ 皆川　武志 フリー

4 7:57 ＠ 奥村　宏一郎 広島佐伯CC ＠ 森園　紘行 瀬戸内GR 大田　健司 フリー 村上　博亮 ㈱ﾋﾛｼﾏGC

5 8:06 ＠ 岡田　正洋 広島佐伯CC ＠ 辻　和隆 広島CC 迫田　修 フリー 大城　紀博 賀茂CC

6 8:15 ＠ 田中　透 広島国際GC ＠ 花房　章 安芸CC 多田　知広 フリー 岡本　篤人 フリー

7 8:24 ＠ 中村　隆一 HGA ＠ 国広　慎二 広島国際GC 坂本　圭治 G.select 藤井　大輔 賀茂CC

8 8:33 ＠ 新宮　正識 賀茂CC ＠ 田中　一平 広島東映CC 新田　あきひろ フリー 荒木　一貴 鬼ノ城GC

9 8:42 ＠ 森川　大輔 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC ＠ 高垣　英二 瀬野川CC 池田　誠 ㈱グランプリ 三島  武蔵 後楽GC

10 8:51 ＠ 河邉　匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC ＠ 中川　秀之 千代田GC 佐藤　玲太 山陽国際GC 祝　玄司 舟入GG

11 9:00 ＠ 杉崎　瑛一 尾道GC ＠ 橋本　行央 HGA 久志岡　亮 鷹の巣GC 吉田　祐基 フリー

12 9:09 ＠ 浜口　憲治 広島佐伯CC ＠ 馬城　颯士 HGA 清家　和夫 北海道ﾌﾞﾙｯｸｽCC 大下　勇 フリー

13 9:18 ＠ 河村　璃空 広島紅葉CC ＠ 小島　豊宏 広島GC 末岡　昭浩 瀬野川CC 宮下　文仁 高松ｺﾞｰﾙﾄﾞCC

14 9:27 ＠ 岩﨑　信二 広島国際GC ＠ 有本　紫音 郷原CC 後藤　庸之 呉CC 杉本 英樹 フリー

15 9:36 ＠ 久保　重敏 三原CC ＠ 原田　賢三 県民G 桑村　幸延 フリー 加藤　裕介 フリー

16 9:45 ＠ 有本　雄一 郷原CC ＠ 笠原　慶太 HGA 藤井　泰山 ﾘｼﾞｮｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 熊田　康平 瀬野川CC

17 9:54 ＠ 高松　謙太郎 尾道GC ＠ 村上　幸太郎 HGA 加藤　公徳 賀茂CC 文山　宏一 舟入GG

18 10:03 ＠ 安田　慶一 千代田GC ＠ 濱下　琢磨 呉CC 菊山　暢介 フリー 阿原　久夫 Golf ZONE Hesaka

19 10:12 ＠ 森脇　徹 広島佐伯CC ＠ 金谷　佳則 練習場協会 @ 徳弘　広明 千代田GC 和田　敏彦 ﾛｲﾔﾙGG

＠アマチュア

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CC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17回広島県オープンゴルフ選手権大会2019　＜組合せ及びスタート時刻表＞

第1ラウンド：2019年10月10日（木）／ 広島カンツリー倶楽部西条コース　     

選手名 選手名 選手名 選手名

選手名 選手名 選手名 選手名

（参加者：152名　／　プロ：75名  アマ：77名）


