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組 時間 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

 やまおか るい  くわはら あいか  さかいはら まき

山岡　瑠生 桒原　愛果 境原　茉紀
 かわばた ゆい  からきだ ひな  おおやま かなみ

川端　悠衣 唐木田　妃菜 大山　花奈美
 なかむら かのん  いのした あいか  ひろせ かな  いのうえ ほのか

中村　佳音 井ノ下　愛華 廣瀬　加奈 井上　ほのか
 くりはら ゆき  あぼ ことみ  からきだ りの  まつもと なほこ

栗原　幸 安保　寿美 唐木田　梨乃 松本　奈穂子
 もりや あつこ  くりはら まな  さかがみ ちはる  たかはし ちあき

守谷　敦子 栗原　愛 坂上　ちはる 高橋　千晶
 しもえ みちこ  まつばら きぬえ  いのうえ はるか

下江　道子 松原　衣江 井上　はるか
 さいき ゆきのり  なかがわ ゆうじ  しょうじ なおき  すないり まさゆき

佐伯　幸憲 中川　裕二 正路　尚希 砂入　雅之
 はこう ひろたか  くにひろ しんじ  かねもと たかし  すえおか あきひろ

波光　弘敬 国広　慎二 兼本　貴司 末岡　昭浩
 たなか まなと  かさはら けいた  ふじい しんいち  もりかわ まさき

田中　愛士 笠原　慶太 藤井　伸一 森川　将樹
 たなか いっぺい  さこだ こうそう  しんざと りんけい  いけだ こうじ

田中　一平 迫田　浩荘 新里　倫啓 池田　浩二
 うまやはら きいち  ふくはら けいた  いしとく としき  ごとう やすゆき

馬屋原　軌一 福原　慶太 石徳　俊樹 後藤　庸之
 ふじわら けんご   からきだ てつや  かとう りゅうたろう  おきの かつふみ

藤原　健吾 唐木田　哲也 加藤　龍太郎 沖野　克文
 かわむら りく  よしだ ともき  いわぶち ひろゆき  すぎはら ゆうた

河村　璃空 吉田　朋樹 岩渕　博幸 杉原　悠太
 ますむら ひろつぐ  ほそかわ たつや  にった あきひろ  おおみや まさゆき

益村　広次 細川　達矢 新田　あきひろ 大宮　正幸
 うすい みのる  きよかわ とおる  たはら せいじ  くわむら ゆきのぶ

臼井　稔 清川　亨 田原　誠二 桑村　幸延
 かさはら あきら  てらにし りょうま  まつばら ゆうと  ひらもと やすき

笠原　瑛 寺西　遼馬 松原　裕人 平本　穏
 かねおか けいご  さかもと しゅうと  たなか たいしん  かわい ひろお

金岡　奎吾 坂本　柊人 田中　大心 河井　博大

組 時間 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

 おがさわら たかひろ  やまもと かずき  おおしろ のりひろ  あらき かずき

小笠原　孝弘 山本　一輝 大城　紀博 荒木　一貴
 おかだ まさひろ  たけくぼ たかし  せいけ かずお  すぎもと ひでき

岡田　正洋 竹久保　孝士 清家　和夫 杉本　英樹
 たかがき えいじ  なかがわ ひでゆき  あはら ひさお  せきとう ゆうじ

高垣　英二 中川　秀之 阿原　久夫 関藤　侑嗣
 とみはる ひでのり  おくむら こういちろう  のむら たかよし  かさはら ひろき

富春　豪文 奥村　宏一郎 野村　孝義 笠原　広規
 やまね だいき  しもえ ひろし  おおた けんじ  おだ たかのり

山根　大輝 下江　弘 大田　健司 小田　孝憲
 なかむら こういち  なかむら りゅういち  ただ ともひろ  やまさき まさひろ

中村　浩一 中村　隆一 多田　知広 山﨑　正弘
 もうり たつのり  かわべ たくみ  さとう りょうた  よしだ ゆうき

毛利　辰徳 河邉　匠 佐藤　玲太 吉田　祐基
 しらい あきら  とみひろ よういち  みやぞの しん  わだ としひこ

白井　瑛 冨廣　陽一 宮園　伸 和田　敏彦
 まのしろ はやと  たお かずおみ  えのき しげはる  なかたけ ちから

馬城　颯士 垰　一臣 榎　重晴 中武　力
 いわさき しんじ  ありもと ゆういち  おかもと あつと  にしおか ひろあき

岩﨑　信二 有本　雄一 岡本　篤人 西岡　宏晃
 くらしげ こういち  やぎはら せいじ  ひろた さとる  いけだ ゆう

蔵重　耕一 八木原　聖司 広田　悟 池田　優佑
 もりぞの ひろゆき  やすだ けいいち  くしおか たすく  たなか こうたろう

森園　紘行 安田　慶一 久志岡　亮 田中　浩太郎
 すどう まこと  たかはし そうた  たちばな りょう  むらかみ ひろあき

須藤　誠 高橋　聡太 立花　亮 村上　博亮
 たなか とおる  もりかわ だいすけ  にしむら かずき  さかもと けいじ

田中　透 森川　大輔 西村　一輝 坂本　圭治
 すぎさき えいいち  しらはま たかふみ  ほうり けんじ  おおした いさむ

杉崎　瑛一 白濵　高文 祝　玄司 大下　勇
 たなか じゅんぺい  たかまつ けんたろう  かわはら みのる

田中　純平 高松　謙太郎 川原　実

＠アマチュア選手 参加者：128名　／　男子：107名（プロ：53名　アマ：54名）　女子：21名（プロ：8名　アマ：13名）

競技委員長

観音寺ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 7582 @ 尾道GC 82

フリー 75

16 9:45 @ 広島東映CC

舟入GG 7582 @ 推薦 82

G.select 75

15 9:36 @ 尾道GC

宇部72CC 7582 @ ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 82

㈱ﾋﾛｼﾏGC 75

14 9:27 @ 広島国際GC

広島CC 7482 @ 尾道GC 82

フリー 74

13 9:18 @ 尾道GC

鷹の巣GC 7481 @ 千代田GC 81

㈱ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 74

12 9:09 @ 瀬戸内GR

ﾄｰｼﾝ 7481 @ 安芸CC 81

志度CC 74

11 9:00 @ 鷹の巣GC

フリー 7480 @ 郷原CC 80

㈱ほっかほっかﾌｰﾂﾞ 74

10 8:51 @ 広島国際GC

呉CC 7480 @ 鷹の巣GC 80

ﾛｲﾔﾙGG 73

9 8:42 @ HGA

フリー 7380 @ 芸南CC 80

フリー 73

8 8:33 @ 鷹の巣GC

山陽国際GC 7380 @ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 80

ウッディG 73

7 8:24 @ 尾道GC

フリー 7380 @ HGA 80

広島CC 73

6 8:15 @ 安芸CC

フリー 7379 @ 推薦 79

フリー 72

5 8:06 @ 呉CC

山陽GC 7279 @ 広島佐伯CC 79

フリー 72

4 7:57 @ 瀬野川CC

Golf ZONE Hesaka 7178 @ 千代田GC 78

フリー 71

3 7:48 @ 瀬野川CC

北海道ﾌﾞﾙｯｸｽCC 7178 @ 広島CC 78

鬼ノ城GC 71

2 7:39 @ 広島佐伯CC

賀茂CC 7178 @ 広島安佐GC 78

選手名 選手名 選手名 選手名

1 7:30 @ 東広島CC

ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 66

IN

広島CC 6668 @ ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 68

ｱｲﾃﾞｨｵｰ 67

17 9:54 @ 瀬戸内GR

呉CC 6771 @ 賀茂CC 72

フリー 67

16 9:45 @ 鷹の巣GC

広島CC 6772 @ 安芸CC 72

フリー 68

15 9:36 @ 広島安佐GC

フリー 6872 @ 京覧CC 73

広島CC 69

14 9:27 @ 広島国際GC

安芸CC 6873 @ HGA 74

舟入GG 69

13 9:18 @ 広島紅葉CC

フリー 6974 @ 安芸CC 75

呉CC 69

12 9:09 @ 尾道CC

広島CC 6975 @ 広島CC 75

大日電機工業㈱ 70

11 9:00 @ 尾道GC

賀茂CC 7075 @ 尾道うずしおCC 75

芸南CC 70

10 8:51 @ 広島東映CC

フリー 7076 @ HGA 76

瀬野川CC 70

9 8:42 @ 鷹の巣GC

ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 7077 @ 広島国際GC 77

㈲ｱｲｴｽ工房 71

8 8:33 @ 広島国際GC

千代田GC 7177 @ 東広島CC 777 8:24 @ 広島東映CC

安芸CCフリー

フリー

6 8:15 @ 推薦

@ 尾道CC@ 広島国際GC

広島CC

5 8:06 @ 推薦

@ HGA@ HGA

安芸CC

4 7:57 @ 広島国際GC

フリー@ 広島国際GC3 7:48 @ HGA

フリー@ HGA2 7:39 @ 広島国際GC

白竜湖CC@ 広島国際GC1 7:30 @ HGA
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