
組 時間 所　属 所　属 所　属 所　属

1 7:30 ⓐ 舘上 健二 福山CC ⓐ 中本 富貴登 広島GC 渡邊 剛志 ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ 藤井 大輔 賀茂CC

2 7:39 ⓐ 瀬尾 彰男 広島国際GC ⓐ 谷口 公啓 鷹の巣GC ⓐ 吉原 秀典 竹原CC 杉原 悠太 フリー

3 7:48 ⓐ 竹久保 孝士 広島CC ⓐ 有本 紫音 郷原CC 迫田 修 フリー 平井 聖也 フリー

4 7:57 ⓐ 岡田 正洋 芸南CC ⓐ 池田  侑羅 鷹の巣GC 関藤 侑嗣 フリー 皆川 武志 賀茂CC

5 8:06 ⓐ 奥山 祥司 賀茂CC ⓐ 坂本 大賀 広島GC 久志岡 俊海 戸塚CC 忠岡 一清 フリー

6 8:15 ⓐ 有本 雄一 郷原CC ⓐ 細川 達矢 京覧CC 西村 一輝 岩国ｾﾝﾁｭﾘｰGC 立花 亮 広島CC

7 8:24 ⓐ 高橋 聡太 尾道GC ⓐ 荒谷 祐貴 広島国際GC 福濱 将哉 高松ｸﾞﾗﾝﾄﾞCC 小西 健太 フリー

8 8:33 ⓐ 岡田 大樹 安芸CC ⓐ 佐藤 大空 尾道GC 前田 紘成 土佐CC 和田 敏彦 ﾛｲﾔﾙGG

9 8:42 ⓐ 藤原 健吾 尾道CC ⓐ 中本 旺希 瀬野川CC 田中 浩太郎 フリー 石徳 俊樹 広島CC

10 8:51 ⓐ 田中 一平 広島東映CC ⓐ 佐藤 日向 HGA 加藤 龍太郎 フリー 田原 誠二 広島CC

11 9:00 ⓐ 斎藤 正成 広島紅葉CC ⓐ 平井 大雅 鷹の巣GC 新田 哲大 フリー 森川 将樹 芸南CC

12 9:09 ⓐ 岩﨑 大泰 広島国際GC ⓐ 藤田 一平 八千代CC 沖野 克文 舟入GG 田中 大心 広島CC

13 9:18 ⓐ 吉本 翔雄 推薦 ⓐ 笠原 瑛 鷹の巣GC 平本 穏 ｱｲﾃﾞｨｵｰ 金岡 奎吾 フリー

14 9:27 ⓐ 寺西 遼馬 賀茂CC ⓐ 荒谷 宗之介 広島国際GC 小田 孝憲 広島CC 河井 博大 ｱｯﾌﾟﾌﾛﾝﾄｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

15 9:36 ⓐ 田中 愛士 鷹の巣GC ⓐ 杉崎 瑛一 尾道GC 釜須 雄基 RIZAP㈱ 竹谷 佳孝 ㈱ｴｰ･ｴﾑ･ｴｽ

16 9:45 ⓐ 臼井 稔 広島安佐GC ⓐ 笠井 英司 練習場協会 重信 秀人 フリー 中島 武志 ﾐｯｸ・ﾘｶﾞｰﾙ・PRO

17 9:54 ⓐ 浜口 憲治 広島佐伯CC ⓐ 本藤 正明 白竜湖CC 清家 和夫 北海道ﾌﾞﾙｯｸｽCC 岩渕 博幸 安芸CC

18 10:03 ⓐ 村上 幸太郎 HGA ⓐ 田中 一義 東広島CC 張本 茂 至誠館大学 山﨑 正弘 ウッディG

19 10:12 ⓐ 中川 秀之 千代田GC ⓐ 周 二川 広島CC 加藤 公徳 賀茂CC 藤井 泰山 ﾘｼﾞｮｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

IN

組 時間 所　属 所　属 所　属 所　属

1 7:30 ⓐ 原田 賢三 安芸CC ⓐ 竹内 茂 広島東映CC 宮園 伸 フリー 濵崎 恵虎 賀茂CC

2 7:39 ⓐ 高田 恒寿 広島CC ⓐ 武田 昇逸郎 広島GC 松下 雄一 フリー 大城 紀博 安芸CC

3 7:48 ⓐ 二井 克助 広島西CC ⓐ 松島 拓海 竹原CC 文山 宏一 舟入GG 榎 重晴 呉CC

4 7:57 ⓐ 濱下 琢磨 呉CC ⓐ 辻 大成 鷹の巣GC 大下 勇 舟入GG 正路 尚希 千代田GC

5 8:06 ⓐ 坂本 充弘 千代田GC ⓐ 成田 遊聡 広島国際GC 池田 優佑 ㈱ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 猪原 聡真 フリー

6 8:15 ⓐ 平工 直樹 広島西CC ⓐ 白井 瑛 鷹の巣GC 坂本 圭治 GOLF Lab G.select 植本 健介 フリー

7 8:24 ⓐ 波光 弘敬 広島国際GC ⓐ 馬城 颯士 HGA 杦本 晃一 レオマ高原GC 新里 倫啓 賀茂CC

8 8:33 ⓐ 堀 克也 白竜湖CC ⓐ 堀口 獅恩 HGA 山本 隆大 フリー 後藤 庸之 呉CC

9 8:42 ⓐ 小南 博之 広島国際GC ⓐ 山手 翔悟 広島紅葉CC 菊山 暢介 フリー 松原 裕人 呉CC

10 8:51 ⓐ 佐藤 優也 広島GC ⓐ 岩﨑 大地 HGA 東 大智 フリー 末岡 昭浩 瀬野川CC

11 9:00 ⓐ 河村 璃空 広島紅葉CC ⓐ 河邉 匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 稲田 達二 フリー 久志岡 亮 鷹の巣GC

12 9:09 ⓐ 西原 青空 広島佐伯CC ⓐ 沖村 柊 広島国際GC 生源寺 龍憲 フリー 祝 玄司 舟入GG

13 9:18 ⓐ 榎 泰志 呉CC ⓐ 笠原 慶太 HGA 多田 知広 フリー 砂入 雅之 ㈲ｱｲｴｽ工房

14 9:27 ⓐ 水口 敏彦 広島CC ⓐ 小笠原 孝弘 東広島CC 橋本健太 ユージーン 西日本ビルド㈱ 松本 哲也 RIZAP㈱

15 9:36 ⓐ 西本 健兒 鷹の巣GC ⓐ 垰本 和彦 広島国際GC 原 敏之 YAGOKORO 重谷 徹 フリー

16 9:45 ⓐ 濱本 久志 安芸CC ⓐ 松原 亘孝 広島紅葉CC 荒木 一貴 鬼ノ城GC 上岡 信晴 賀茂CC

17 9:54 ⓐ 岩﨑 信二 広島国際GC ⓐ 中村 隆一 HGA ⓐ 森本 宗宇 鷹の巣GC 竹中 馨 ビックカメラ

18 10:03 ⓐ 久重 雅昭 本郷CC ⓐ 唐木田 哲也 安芸CC 村上 吉夫 久井CC 加藤 裕介 フリー

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八本松コース　℡082-429-0511）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。

選手名 選手名 選手名 選手名

（参加者：148名　　／　　プロ：72名　　アマ：76名）

競技委員長　　柴　　重徳

第19回広島県オープンゴルフ選手権大会2021　＜組合せ及びスタート時刻表＞

第1ラウンド：2021年10月21日（木） ／  広島カンツリー倶楽部 八本松コース　     

OUT

選手名 選手名 選手名 選手名


