
種目 組 時間 選手名 選手名 選手名 選手名

1 8:00 松尾 修治 武田 裕一 船津 良太

2 8:08 楢崎 修弘 明光 慶多 垰田 幸宏

3 8:16 若狭 伸 西村 勝 久保田 勝己

4 8:24 柏谷 茂 桑田 晋吾 中上 遼真 益村 広次

5 8:32 河野 靖志 舘上 健二 岡田 正洋 馬城 颯士

6 8:40 河城 信司 梶川 進 中村 隆一 西原 青空

7 8:48 卯元 啓之 蓮池 雅信 藤原 健吾 斉藤 博

8 8:56 大礒 宏己 中尾 栄作 新田 博文 有居 篤史

9 9:04 黒川 直広 馬場 重行 山本 勉 水口 敏彦

10 9:12 佐藤 敏行 泊 寛仁 竹内 茂 菅田 光高

11 9:20 進藤 浩史 下江 弘 寺本 憲明 斎藤 正成

12 9:28 荒谷 宗之介 村上 幸太郎 田中 一義 山野井 秀樹

13 9:36 小川 浩一 溝上 孔泉 蓮池 一心 小島 豊宏

14 9:44 竹久保 孝士 藤井 良之 谷本 司 宮田 敬司

15 9:52 臼井 稔 樋高 典孝 沖山 勇 松本 一雄

16 10:00 尾尻 真栄 小川 哲平 成田 遊聡 平工 直樹

17 10:08 松浦 正行 松本 昌彦 瀬尾 彰男 中川 裕二

種目 組 時間 選手名 選手名 選手名 選手名

1 8:00 末永 美由紀 宮原 秀佳 三富 亨子

2 8:08 野田 真貴 馬場 夏子 青木 奈美子

3 8:16 栗栖 奈美 胡麻本 彩乃 古木 やよい 藤川 智美

4 8:24 松岡 浩子 澤原 美由紀 川内 香代子 山下 奈緒美

5 8:32 平本 利加 志俵 純子 岩崎 晶子 本田 愛樹

6 8:40 下江 道子 佐伯 恵美 藤原 明美 垣原 久美子

7 8:48 三浦 彰子 澁谷 梨恵 松岡 寛子 小林 夢羽

8 8:56 緒方 恵美 寺岡 鈴音 内村 まゆみ 島 万真恵

9 9:04 坂本 遥 宮浦 理恵 真庭 咲希 前原 有里

10 9:12 江種 美香 與本 美希子 小笠原 瑞季 寺石 美和子

11 9:20 松本 愛未 原田 博美 中原 彩華 迫田 啓子

12 9:28 河邉 りえ 唐木田 梨乃 宮谷 満理奈 山本 真奈美

13 9:36 谷 英和 高田 恒寿 園尾 英樹 棗田 宜治

14 9:44 遠崎 秀一 高田 慶一 前田 準二 山本 実俊

15 9:52 中冨 吉昭 相方 典之 吉村 剛 兼永 幸也

16 10:00 松本 瞬乃介 山藤 均 小田 省悟 佐崎 秀介

17 10:08 玉村 泰彦 有重 敬文 坂本 和彦

18 10:16 中土居 建作 大野 裕紀 小山 正巳

19 10:24 田山 節夫 小佐古 忠 豊田 但

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（広島カンツリー倶楽部西条コース　℡082-426-0123）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。

大会競技委員長　　柴　重徳
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〈競技参加者：スクラッチ男子65名・女子46名・ネット25名　合計136名〉

知事杯第35回広島県民ゴルフ選手権大会　＜組合せ及びスタート時刻表＞
開催日：令和4年4月14日（木）　　　会場：広島カンツリー倶楽部　西条コース
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