
　　　　　第18回広島県オープンゴルフ選手権大会2020　【プロの部】

　　　　　【第1ラウンド】　2020年10月22日（木）

順位 選手名 所属 +/- 1R OUT IN 順位 選手名 所属 +/- 1R OUT IN

★ 1 釜須 雄基 RIZAP GOLF -5 67 (35 32) ★ 渡邊 剛志 フリー +4 76 (41 35)

★ 2 小田 孝憲 広島CC -3 69 (35 34) ★ 42 崎川 将司 フリー +5 77 (40 37)

★ 3 山本 隆大 フリー -2 70 (35 35) ★ 村上 吉夫 久井CC +5 77 (37 40)

★ 西岡 宏晃 志度CC -2 70 (37 33) ★ 金島 俊成 フリー +5 77 (39 38)

★ 荒木 一貴 鬼ノ城GC -2 70 (36 34) ★ 田中 大心 広島CC +5 77 (38 39)

★ 6 久志岡 亮 鷹の巣GC -1 71 (37 34) ★ 忠岡 一清 フリー +5 77 (39 38)

★ 森川 将樹 芸南CC -1 71 (36 35) ★ 高島 康彰 ㈱ｴﾑｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ +5 77 (39 38)

★ 兼本 貴司 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC -1 71 (37 34) ★ 張本 茂 至誠館大学 +5 77 (38 39)

★ 岡茂 洋雄 鷹の巣GC -1 71 (36 35) ★ 末岡 昭浩 瀬野川CC +5 77 (39 38)

★ 和田 敏彦 ﾛｲﾔﾙGG -1 71 (35 36) ★ 50 川澄 尚太 山陽GC +6 78 (38 40)

★ 11 石徳 俊樹 広島CC ±0 72 (36 36) 51 藤井 大輔 賀茂CC +7 79 (42 37)

★ 小西 健太 フリー ±0 72 (38 34) 宮園 伸 フリー +7 79 (39 40)

★ 立花 亮 広島CC ±0 72 (37 35) 坂東 篤司 フリー +7 79 (39 40)

★ 14 大城 紀博 安芸CC +1 73 (36 37) 平井 聖也 フリー +7 79 (41 38)

★ 松原 裕人 呉CC +1 73 (37 36) 55 松下 雄一 フリー +8 80 (43 37)

★ 竹谷 佳孝 ㈱ｴｰ･ｴﾑ･ｴｽ +1 73 (37 36) 野田 倫汰郎 3.7.3GOLF ACADEMY +8 80 (40 40)

★ 大下 勇 フリー +1 73 (36 37) 後藤 庸之 呉CC +8 80 (42 38)

★ 沖野 克文 舟入GG +1 73 (36 37) 村竹 巧弥 鷹の巣GC +8 80 (43 37)

★ 山﨑 正弘 ウッディG +1 73 (40 33) 中島 武志 ﾐｯｸ・ﾘｶﾞｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ +8 80 (39 41)

★ 20 新里 倫啓 賀茂CC +2 74 (35 39) 60 坂本 圭治 GOLF Lab G.select +9 81 (40 41)

★ 小川 貴司 本郷CC +2 74 (35 39) 皆川 武志 賀茂CC +9 81 (40 41)

★ 杉原 悠太 広島CC +2 74 (37 37) 62 岩渕 博幸 安芸CC +10 82 (42 40)

★ 多田 知広 フリー +2 74 (38 36) 63 榎 重晴 呉CC +11 83 (43 40)

★ 阿原 久夫 Golf ZONE Hesaka +2 74 (36 38) 清家 和夫 北海道ﾌﾞﾙｯｸｽCC +11 83 (40 43)

★ 金岡 奎吾 フリー +2 74 (35 39) 65 重谷 徹 フリー +12 84 (44 40)

★ 西村 一輝 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰGC +2 74 (36 38) 祝 玄司 舟入GG +12 84 (39 45)

★ 砂入 雅之 ㈲ｱｲｴｽ工房 +2 74 (36 38) 杉本 英樹 フリー +12 84 (38 46)

★ 田原 誠二 広島CC +2 74 (35 39) 田村 尚之 ダイクレ +12 84 (43 41)

★ 中武 力 ㈱ほっかほっかﾌｰﾂﾞ +2 74 (40 34) 69 藤井 泰山 ﾘｼﾞｮｰｸﾞﾙｰﾌﾟ +13 85 (44 41)

★ 新田 哲大 フリー +2 74 (37 37) 70 加藤 公徳 賀茂CC +14 86 (43 43)

★ 東 大智 宇部72CC +2 74 (39 35) 欠場 田中 浩太郎 フリー

★ 石丸 昌史 フリー +2 74 (38 36) 欠場 松本 哲也 RIZAP GOLF

★ 33 上岡 信晴 賀茂CC +3 75 (39 36)

★ 猪原 聡真 JFE瀬戸内海GC +3 75 (40 35)

★ 文山 宏一 舟入GG +3 75 (41 34)

★ 36 迫田 修 フリー +4 76 (37 39)

★ 加藤 裕介 フリー +4 76 (40 36)

★ 広田 悟 ﾄｰｼﾝ +4 76 (38 38)

★ 河井 博大 ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄｴｰｼﾞｪﾝｼｰ +4 76 (40 36)

★ 片岡 英史 長船CC +4 76 (38 38)

　　　

広島カンツリー俱楽部 八本松コース

（7071Yards  Par72）

★印予選通過者 大会競技委員長 　柴　重 徳


