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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

からきだ てつや おがさわら たかひろ うえおか のぶはる いのはら そうま

唐木田 哲也 小笠原 孝弘 上岡 信晴 猪原 聡真

やぎはら せいじ すぎの まさのり ひがし だいち いしまる まさし

八木原 聖司 杉野 将紀 東 大智 石丸 昌史

なかむら ともき うえだ よしひろ なかたけ ちから にった あきひろ

中村 友貴 中武 力 新田 哲大

かさはら けいた もんでん たけゆき すないり まさゆき たはら せいじ

笠原 慶太 門田 虎之 砂入 雅之 田原 誠二

いわさき ひろやす くぼ あきお かねおか けいご にしむら かずき

岩﨑 大泰 久保 晃大 金岡 奎吾 西村 一輝

おかだ だいき たけくぼ たかし ただ ともひろ あはら ひさお

岡田 大樹 竹久保 孝士 多田 知広 阿原 久夫

しらい あきら よしだ ともき おがわ たかし すぎはら ゆうた

白井 瑛 吉田 朋樹 小川 貴司 杉原 悠太

はやし けんたろう おおいし あつや やまさき まさひろ しんざと りんけい

林 健太郎 大石 敦也 山﨑 正弘 新里 倫啓

すぎさき えいいち せお あきお おおした いさむ おきの かつふみ

杉崎 瑛一 瀬尾 彰男 大下 勇 沖野 克文

みやた けいじ おがわ ひろかず まつばら ゆうと たけや よしたか

宮田 敬司 小川 浩一 松原 裕人 竹谷 佳孝

まのしろ はやと ふなびき やすひろ たちばな りょう おおしろ のりひろ

馬城 颯士 舟引 保裕 立花 亮 大城 紀博

しもえ ひろし もりかわ だいすけ いしとく としき こにし けんた

下江 弘 森川 大輔 石徳 俊樹 小西 健太

ひろた なおと うまやはら きいち おかも ひろお わだ としひこ

廣田 直人 馬屋原 軌一 岡茂 洋雄 和田 敏彦

ふじた いっぺい かわべ たくみ もりかわ まさき かねもと たかし

藤田 一平 河邉 匠 森川 将樹 兼本 貴司

さこだ こうそう にしはら そら あらき かずき くしおか たすく

迫田 浩荘 西原 青空 荒木 一貴 久志岡 亮

てらにし りょうま かさはら あきら やまもと たかひろ にしおか ひろあき

寺西 遼馬 笠原 瑛 山本 隆大 西岡 宏晃

とうげ はると たなか まなと かます ゆうき おだ たかのり

唐下 明徒 田中 愛士 釜須 雄基 小田 孝憲
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なかもと おうき しらはま たかふみ ふみやま こういち さこだ おさむ

中本 旺希 白濵 高文 文山 宏一 迫田 修

たけうち しげる たにもと たかのり かとう ゆうすけ ひろた さとる

竹内 茂 谷本 孝徳 加藤 裕介 広田 悟

おくやま しょうじ うすい みのる かわい ひろお かたおか ひでふみ

奥山 祥司 臼井 稔 河井 博大 片岡 英史

おかだ けんご まつばら のぶたか わたなべ つよし さきかわ まさし

岡田 憲吾 松原 亘孝 渡邊 剛志 崎川 将司

えのき やすし ほそかわ たつや むらかみ よしお かねしま としなり

榎 泰志 細川 達矢 村上 吉夫 金島 俊成

たなか かずよし きたなか やすひろ たなか たいしん ただおか いっせい

田中 一義 北中 康宏 田中 大心 忠岡 一清

さいとう ひろし ひらい たいが たかしま やすあき はりもと しげる

斉藤 博 平井 大雅 高島 康彰 張本 茂

なりた ゆうと まつもと しゅんのすけ すえおか あきひろ

成田 遊聡 松本 瞬乃介 末岡 昭浩

いわさき しんじ いけもと たかし かわすみ しょうた

岩﨑 信二 池本 孝 川澄 尚太

くりはら ゆき たけひろ えみり かじやま まりな さかがみ ちはる

栗原 幸 武廣 えみり 梶山 万里奈 坂上 ちはる

むらかみ ひな からきだ ひな おおやま かなみ おかもと ひな

村上 陽菜 唐木田 妃菜 大山 花奈美 岡本 陽菜

あべ あすか まつうら あおい たかはし ちあき はら ゆうき

安部 明日香 松浦 葵 高橋 千晶 原 有希

やまおか るい からきだ りの うえだ りな

山岡 瑠生 唐木田 梨乃 植田 梨奈

あぼ ことみ ひろせ かな さかいはら まき

安保 寿美 廣瀬 加奈 境原 茉紀

しもえ みちこ よしもと ゆいな やました のりこ きのした ちほ

下江 道子 由元 結菜 山下 乃子 木下 智穂

もりや あつこ いのした あいか まつばら きぬえ くりはら まな

守谷 敦子 井ノ下 愛華 松原 衣江 栗原 愛

ありもり かりん えぐち ともこ ささき えな にった ゆき

有森 可琳 江口 智子 佐々木 瑛菜 新田 有希

フリーフリー

＠アマチュア 参加者：132名　／　男子：102名（アマ：52名　プロ：50名）　女子：30名（アマ：14名　プロ：16名）

競技委員長

広島CCフリー17 9:54

16 9:45 ＠ 推薦

フリー＠ 練習場協会

＠ HGA

＠ 賀茂CC

白竜湖CC

周南CCﾛｲﾔﾙGG15 9:36 ＠ 推薦

フリー14 9:27 ＠ 京覧CC

フリー＠ 推薦

広島CC

13 9:18 ＠ 久井CC

フリー＠ 三原CC

広島CC

12 9:09 ＠ 鷹の巣GC

フリー＠ 推薦

フリー＠ HGA

11 9:00 ＠ 三原CC

10 8:51 ＠ 広島国際GC

山陽GC 7886 ＠ 広島CC 86

広島CC

9 8:42 ＠ 広島国際GC

瀬野川CC 7786 ＠ 広島国際GC 86

㈱ｴﾑｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 7786 ＠ 鷹の巣GC 86

8 8:33 ＠ 広島国際GC

フリー 77

7 8:24 ＠ 広島国際GC

広島CC 7785 ＠ 広島GC 85

至誠館大学 77

フリー 77

6 8:15 ＠ 東広島CC

久井CC 7785 ＠ 京覧CC 85

フリー 7684 ＠ 広島紅葉CC 84

5 8:06 ＠ 呉CC

長船CC 76

4 7:57 ＠ 東広島CC

ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 7683 ＠ 広島安佐GC 83

フリー 77

ﾄｰｼﾝ 76

3 7:48 ＠ 賀茂CC

フリー 7683 ＠ 久井CC 832 7:39 ＠ 広島東映CC

82 ＠ 推薦 821 7:30 ＠ 瀬野川CC

選手名 選手名 選手名 選手名

フリー 76舟入GG 75

志度CC

広島CC 69RIZAP GOLF 67

70

17 9:54 ＠ 鷹の巣GC

75 ＠ 鷹の巣GC 75

72 ＠ 鷹の巣GC 74

鷹の巣GC 71

16 9:45 ＠ 賀茂CC

鬼ノ城GC 7075 ＠ 広島佐伯CC 76

70フリー

芸南CC 7176 ＠ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 76

15 9:36 ＠ 尾道うずしおCC

ﾛｲﾔﾙGG 71

14 9:27 ＠ 八千代CC

鷹の巣GC 7176 ＠ 尾道GC 77

ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 71

フリー 72

13 9:18 ＠ HGA

広島CC 7277 ＠ ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 77

広島CC 7278 ＠ 千代田GC 78

12 9:09 ＠ 推薦

㈱ｴｰ･ｴﾑ･ｴｽ 73

11 9:00 ＠ HGA

呉CC 7378 ＠ 久井CC 78

安芸CC 73

舟入GG 73

10 8:51 ＠ 三原CC

フリー 7379 ＠ 広島国際GC 79

ウッディG 7379 ＠ 広島紅葉CC 79

9 8:42 ＠ 尾道GC

広島CC 74

8 8:33 ＠ 芸南CC

本郷CC 7479 ＠ HGA 79

賀茂CC 74

Golf ZONE Hesaka 74

7 8:24 ＠ 鷹の巣GC

フリー 7480 ＠ 広島CC 80

フリー 7480 ＠ 東広島CC 81

6 8:15 ＠ 安芸CC

広島CC 74

5 8:06 ＠ 広島国際GC

㈲ｱｲｴｽ工房 7481 ＠ HGA 81

岩国ｾﾝﾁｭﾘｰGC 74

フリー 74

4 7:57 ＠ HGA

㈱ほっかほっかﾌｰﾂﾞ 7481 ＠ 賀茂CC 81

1 7:30

フリー 74

3 7:48 ＠ 広島佐伯CC

宇部72CC 7481 ＠ 広島安佐GC 81

賀茂CC 7582 ＠ 東広島CC 82＠ 安芸CC

　　     第18回広島県オープンゴルフ選手権大会2020　組合せ及びスタート時刻表　
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選手名 選手名 選手名 選手名

JFE瀬戸内海GC 75

2 7:39 ＠ 安芸CC


