
　知事杯第35回広島県民ゴルフ選手権大会  【スクラッチ競技 男子の部】

　2022年4月14日（木）

順位 選手名 TOTAL  OUT 　 IN 順位 選手名 TOTAL  OUT 　 IN 順位 選手名 TOTAL  OUT 　 IN

1 小川 哲平 73 (35 38) 26 瀬尾 彰男 84 (41 43) 欠場 岡田 正洋

2 馬城 颯士 74 (35 39) 27 藤井 良之 86 (46 40) 欠場 中村 隆一

3 宮田 敬司 75 (37 38) 28 河城 信司 86 (43 43) 欠場 蓮池 雅信

4 成田 遊聡 75 (35 40) 29 村上 幸太郎 86 (43 43) 欠場 大礒 宏己

5 荒谷 宗之介 76 (39 37) 30 舘上 健二 86 (42 44) 欠場 黒川 直広

6 竹久保 孝士 78 (42 36) 31 寺本 憲明 87 (43 44) 欠場 馬場 重行

7 梶川 進 78 (40 38) 32 山本 勉 87 (41 46) 欠場 進藤 浩史

8 尾尻 真栄 78 (38 40) 33 西原 青空 88 (45 43) 欠場 田中 一義

9 益村 広次 79 (40 39) 34 佐藤 敏行 88 (44 44) 欠場 溝上 孔泉

10 卯元 啓之 79 (37 42) 35 中尾 栄作 88 (43 45) 欠場 蓮池 一心

11 中上 遼真 80 (41 39) 36 水口 敏彦 89 (46 43) 欠場 谷本 司

12 臼井 稔 81 (43 38) 37 小島 豊宏 89 (46 43) 欠場 樋高 典孝

13 藤原 健吾 81 (42 39) 38 泊 寛仁 90 (44 46) 欠場 松本 一雄

14 下江 弘 81 (39 42) 39 菅田 光高 91 (47 44) 欠場 松浦 正行

15 楢崎 修弘 81 (39 42) 40 桑田 晋吾 93 (47 46) 欠場 松本 昌彦

16 小川 浩一 81 (39 42) 棄権 垰田 幸宏

17 斉藤 博 81 (39 42) 棄権 新田 博文

18 山野井 秀樹 82 (43 39) 欠場 松尾 修治

19 有居 篤史 82 (41 41) 欠場 武田 裕一

20 船津 良太 82 (41 41) 欠場 明光 慶多

21 竹内 茂 82 (41 41) 欠場 若狭 伸

22 沖山 勇 82 (41 41) 欠場 西村 勝

23 斎藤 正成 82 (40 42) 欠場 久保田 勝己

24 平工 直樹 83 (45 38) 欠場 柏谷 茂

25 中川 裕二 84 (42 42) 欠場 河野 靖志

大会競技委員長 　　柴 　重 徳
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(6,461Yards  Par72）


