
開催日 ：令和4年8月31日（水）

会   場 ：東広島カントリークラブ

組 時間 選手名 所　属 HP 選手名 所　属 HP 選手名 所　属 HP 選手名 所　属 HP

1 8:00 小川 泰司 東広島CC 5 久山 功 広島紅葉CC 7 久保田 満 広島佐伯CC 10 瀬尾 典夫 宮島CC 13

2 8:08 岡田 怜音 HGA 5 油屋 友彦 広島西CC 7 今治 進 八千代CC 10 中西 弘和 東広島CC 13

3 8:16 大倉 将宏 尾道GC 4 寺田 和正 HGA 7 清水 栄 東広島CC 10 水津 紀昭 広島GC 13

4 8:24 濱咲 浩志 広島国際GC 4 歌津 隆義 三原CC 8 井成 宏二 安芸CC 11 中村 豊 広島紅葉CC 13

5 8:32 植田 彰 芸南CC 4 西原 宏規 久井CC 8 内海 勝議 三原CC 11 森本 時生 宮島CC 13

6 8:40 森澤 英二 広島GC 4 坂本 佳高 尾道GC 8 中山 敏雄 郷原CC 11 前田 直秀 松永CC 14

7 8:48 小倉 弘範 庄原CC 3 中光 勝司 三原CC 8 吉田 浩 広島佐伯CC 11 野村 俊介 鷹の巣GC 14

8 8:56 波光 弘敬 広島国際GC 3 鈴光 義彦 本郷CC 8 中川 昌三 鷹の巣GC 11 村上 弘康 賀茂CC 14

9 9:04 平川 芳和 広島国際GC 3 岩本 浩 広島CC 8 室田 博 鷹の巣GC 11 向井 健明 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 14

10 9:12 西本 健兒 鷹の巣GC 2 廣山 幸輝 三原CC 8 西井 俊文 瀬野川CC 11 髙井 康彦 広島佐伯CC 15

11 9:20 林 健太郎 芸南CC 1 鳴輪 光乘 本郷CC 8 佐々木 淳朗 HGA 11 松岡 章雄 広島佐伯CC 15

12 9:28 澤原 美由紀 安芸CC 8 垣原 久美子 尾道GC 10 出田 順子 芸南CC 12 藤原 明美 広島紅葉CC 15

13 9:36 三富 亨子 広島国際GC 8 林 ひとみ 芸南CC 11 堀下 薫 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 12 古木 やよい HGA 14

14 9:44 原田 博美 尾道CC 6 北原 廣実 芸南CC 9 吉川 尚子 三原CC 21

15 9:52 山田 恵里 鷹の巣GC 4 志俵 純子 郷原CC 6 内山 妙子 瀬戸内GR 25

組 時間 選手名 所　属 HP 選手名 所　属 HP 選手名 所　属 HP 選手名 所　属 HP

1 8:00 井上 和春 尾道GC 6 河原 秀則 広島西CC 8 品川 英治 HGA 11 村田 聡 広島佐伯CC 15

2 8:08 松葉 克博 新市ｸﾗｼｯｸGC 6 奥迫 徳夫 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 8 藤原 章員 三原CC 12 古閑 義之 宮島CC 15

3 8:16 久保 重敏 三原CC 6 海田 世賢 庄原CC 9 福岡 正訓 賀茂CC 12 平野 政敏 安芸CC 16

4 8:24 原田 賢三 安芸CC 6 柴田 隆道 東広島CC 9 髙井 均 本郷CC 12 菅 賢 賀茂CC 16

5 8:32 佐川 規行 東広島CC 6 倉見 泉 鷹の巣GC 9 村上 玄 三原CC 12 大和 幸也 賀茂CC 16

6 8:40 田中 透 広島国際GC 6 堀江 孝志 八千代CC 9 中本 候貴 芸南CC 12 黒田 泰伸 鷹の巣GC 16

7 8:48 田辺 哲郎 芸南CC 6 青山 昭雄 宮島CC 9 高月 弘己 鷹の巣GC 12 中浜 直哉 HGA 16

8 8:56 三富 祥治 広島国際GC 6 竹井 俊二 鷹の巣GC 9 土橋 正樹 広島佐伯CC 12 居藏  毅 宮島CC 16

9 9:04 寺山 潤二 安芸CC 7 明田 和也 三原CC 10 藤原 孝次 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 12 阿部 卓三 宮島CC 17

10 9:12 福原 俊雄 瀬戸内GR 7 美野 健太郎 安芸CC 10 澤田 昇一 HGA 12 南澤 栄治 賀茂CC 18

11 9:20 河野 智紀 東広島CC 7 舛本 忠幸 三原CC 10 津曲 治 HGA 12 渡辺 秀幸 安芸CC 19

12 9:28 三好 慎吾 広島国際GC 7 向田 尊俊 三原CC 10 工藤 康則 安芸CC 13 茶谷 寛 宮島CC 19

13 9:36 福田 亨 芸南CC 7 中原 弘象 安芸CC 10 和田 孝美 庄原CC 13 飯田 幸生 賀茂CC 21

14 9:44 仁保 健太 広島紅葉CC 7 坂本 和彦 三原CC 10 岡本 哲和 賀茂CC 13 川口 竜也 安芸CC 30

1. 組合せに記載されいているプレーイングハンディキャップ(HP）はプレーヤーの8月1日時点でのハンディキャップインデックスに、東広島カントリークラブの

プレーするティーのスロープレーティングに基づいて換算されたHPとする。

2. 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。

3. 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(東広島カントリークラブ  ℡082-433-2811)

へ連絡する事。

4. 無断欠場は来年度の当該競技の出場を停止する。

競技委員長　　柴　　重徳

第20回中国アンダーハンディキャップゴルフ競技広島県予選

組合せスタート表

OUT

IN

　　　（競技参加者 ： 男子100名・女子14名 ― 合計114名）


