
2022年10月14日（金）

参加チーム：34チーム

順位 チーム名 Total Total Total Total

1 安芸太田町 220 広藤 大樹 70 松浦 正行 72 河野 靖志 78

2 福山市A 230 伊田 和久 73 柳生 崇 77 金尾 昇 80

3 世羅町 237 西永 隆則 74 橘高 一昭 81 山平 尚典 82

4 東広島市D 239 澤原 慎吾 75 坪内 信彦 80 桑原 壽明 84

5 広島市佐伯 244 斎藤 正成 78 武田 昇逸郎 83 野中 康男 83

6 福山市B 244 梶田 友洋 79 石井 辰彦 79 栗原 義昌 86

7 呉市 246 高田 慶一 78 井口 昌之 84 定森 辰男 84

8 広島市湯来 247 髙木 一成 80 三澤 和行 83 神田 浩 84

9 広島市安佐北A 247 臼井 稔 74 生口 影樹 86 金本 茂男 87

10 呉市安浦 250 大森 伸二 77 今田 健 84 小河 政彦 89

11 東広島市A 251 平川 芳和 80 藤川 佳之 85 国広 慎二 86

12 庄原市A 252 宗綱 秀臣 76 前田 泰三 85 中岡 由紀哉 91

13 尾道市A 252 村上 公俊 78 柏原 崇 80 胡本 承邦 94

14 神石高原町 253 永久 大輔 78 川上 辰男 85 松山 清人 90

15 安芸高田市 254 大道 義明 84 沖田 稔 84 南波 雅毅 86

16 海田町 254 中川 秀之 81 水戸 洋二郎 84 垂門 悦夫 89

17 北広島町 256 中越 岳士 81 細山 力生 81 伴 伸二 94

18 府中市 258 野島 勝行 84 大石 芳明 87 薦口 裕行 87

19 三次市 259 宮崎 忠 80 一場 光則 89 海田 世賢 90

20 広島市安佐北B 260 藤田 巌 83 佐野 勝也 88 河田 竜治 89

21 大﨑上島町 260 岡本 哲和 84 檜山 博和 86 渡辺 秀幸 90

22 廿日市市 260 梶本 誠 82 中谷 桂吾 88 城代 政春 90

23 広島市戸坂 260 竹岡 康晴 78 髙橋 心里 90 石﨑 啓二 92

24 大竹市 261 石角 修 84 弘兼 敬芳 88 中西 誠三 89

25 広島市 261 竹原 昌美 79 西中 哲也 89 長谷中 輝雄 93

26 府中町 261 三田 耕治 81 木本 浩和 86 坂田 直文 94

27 三原市A 263 小出 高弘 86 堂前 数馬 87 森本 博明 90

28 広島市安芸区 264 吉村 一久 80 植田 典秀 85 山本 敬一 99

29 三原市B 270 久保 重敏 85 相田 正信 92 宮元 邦博 93

30 東広島市C 270 鳴輪 光乘 86 芳澤 邦彦 87 山下 隆明 97

31 竹原市 275 中村 光 89 岡本 修典 91 中田 英昭 95

東広島市B 梶川 進 77 小川 泰司 84 新谷 達也 欠場

庄原市B 内藤 正伸 82 池岡 憲司 88 木村 英幸 欠場

尾道市B 木曽 泰 88 杉山 正明 90 奥本 圭司 欠場
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