
OUT
組 時間 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

なかがわ ゆうじ ひらく なおき やまもと とよひで たはら せいじ

中川 裕二 平工 直樹 山本 豊秀 田原 誠二

たかはし ひろみつ ほそかわ たつや まつもと てつや こたに ようすけ

髙橋 弘光 細川 達矢 松本 哲也 小谷 陽介

たちかみ けんじ たけうち しげる すぎもと こういち えのき しげはる

舘上 健二 竹内 茂 杦本 晃一 榎 重晴

かわむら りく さとう よしひろ おだ たかのり おかもと あつと

河村 璃空 佐藤 吉博 小田 孝憲 岡本 篤人

おくやま しょうじ ひらい たいが はせがわ しょうへい かとう りゅうたろう

奥山 祥司 平井 大雅 長谷川 祥平 加藤 龍太郎

みやもと ようへい ありもと ゆういち しげとも りよう おおした いさむ

宮本 洋平 有本 雄一 重友 稜央 大下 勇

たけくぼ たかし さざき しゅうすけ さかもと しゅうと きくやま のぶすけ

竹久保 孝士 佐崎 秀介 坂本 柊人 菊山 暢介

やまのい ひでき しらい あきら はまさき けいご まえだ こうせい

山野井 秀樹 白井 瑛 浜崎 恵虎 前田 紘成

いけだ ゆうら おがわ てっぺい ほその ゆうさく むらかみ よしお

池田 侑羅 小川 哲平 細野 勇策 村上 吉夫

たなか じゅんぺい いわさき だいち ひろた さとる はしもとけんた ゆーじーん

田中 純平 岩﨑 大地 広田 悟 橋本健太 ユージーン

せお あきお さかもと たいが さきかわ まさし たなか たいしん

瀬尾 彰男 坂本 大賀 﨑川 将司 田中 大心

さとう ひなた まのしろ はやと こにし けんた なかたに たつき

佐藤 日向 馬城 颯士 小西 健太 中谷 樹

まえだ とものり なりた ゆうと おきの かつふみ もりかわ まさき

前田 智徳 成田 遊聡 沖野 克文 森川 将樹

てらにし りょうま うすい みのる おかも ひろお はら さとし

寺西 遼馬 臼井 稔 岡茂 洋雄 原 敏之

さいき ゆきのり たなか まなと いしとく としき にった あきひろ

佐伯 幸憲 田中 愛士 石徳 俊樹 新田 哲大

なかうえ りょうま ふじわら けんご すし いしがき しょうげんじ たつのり

中上 遼真 藤原 健吾 すし 石垣 生源寺 龍憲

IN
組 時間 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ 所 属 ｽｺｱ

すぎの まさのり とみはる ひでのり かたおか ひでふみ ごとう やすゆき

杉野 将紀 富春 豪文 片岡 英史 後藤 庸之

ほり かつなり もりかわ だいすけ のだ りんたろう しんざと りんけい

堀 克也 森川 大輔 野田 倫汰郎 新里 倫啓

おかだ れおん むねつな ひでおみ まつした ゆういち まつばら ゆうと

岡田 怜音 宗綱 秀臣 松下 雄一 松原 裕人

ふくはら けいた うね たいち ひらもと やすき みながわ たけし

福原 慶太 宇根 大智 平本 穏 皆川 武志

ふじた しんいち ますむら ひろつぐ ふじい しんいち おおしま たから

藤田 真一 益村 広次 藤井 伸一 大嶋 宝

すぎやま まさひこ ふくなが いさお くわばら しょういち かねおか けいご

杉山 雅彦 福永 功 桑原 将一 金岡 奎吾

かじかわ すすむ うもと けいじ くしおか たすく ささき けん

梶川 進 卯元 啓之 久志岡 亮 佐々木 謙

たにぐち きみひろ たなか いっぺい すないり まさゆき うえおか のぶはる

谷口 公啓 田中 一平 砂入 雅之 上岡 信晴

ほんどう まさあき ふじい たいざん わたなべ つよし むらかみ ひろあき

本藤 正明 藤井 泰山 渡邊 剛志 村上 博亮

さいき えみ むらかみ ひな かじやま まりな

佐伯 恵美 村上 陽菜 梶山 万里奈

たにもと はのん まにわ みか にった ゆき

谷本 花潤 真庭 光花 新田 有希

ふじやす まりん かわばた ゆい うえだ りな さかいはら まき

藤安 真凛 川端 悠衣 植田 梨奈 境原 茉紀

まにわ さき てらおか りおん まつもと なほこ きのした ちほ

真庭 咲希 寺岡 鈴音 松本 奈穂子 木下 智穂

やまおか るい さかもと はるか ひろせ かな

山岡 瑠生 坂本 遥 廣瀬 加奈

あぼ ことみ ながた みき やました のりこ やまもと ゆうこ

安保 寿美 長田 美紀 山下 乃子 山本 優子

なかはら あやか しもえ みちこ まつばら きぬえ えぐち ともこ

中原 彩華 下江 道子 松原 衣江 江口 智子

かわべ りえ みやたに まりな はら ゆうき いのうえ ほのか

河邉 りえ 宮谷 満理奈 原 有希 井上 ほのか

フリー16 9:54 @ 広島国際GC

第20回広島県オープンゴルフ選手権大会2022　組合せ及びスタート時刻表　

 【第2ラウンド】　2022年10月28日（金） 　／　　広島カンツリー倶楽部 八本松コース    

選手名 選手名 選手名 選手名

広島CC 74ﾊﾟｼﾌｨｯｸGC 74

2 7:39 ⓐ 福山GC

81 ⓐ 広島西CC 811 7:30 ⓐ 東広島CC

㈱ism 74

3 7:48 ⓐ 福山CC

RIZAP㈱ 7481 ⓐ 京覧CC 81

呉CC 73

4 7:57 ⓐ 広島紅葉CC

レオマ高原GC 7381 ⓐ 広島東映CC 81

フリー 73

5 8:06 ⓐ 賀茂CC

広島CC 7380 ⓐ 広島東映CC 80

フリー 73

6 8:15 ⓐ 広島GC

ELECOM 7379 ⓐ 鷹の巣GC 80

西条ヒルサイドG 73

7 8:24 ⓐ 広島CC

悠プロダクション 7279 ⓐ 郷原CC 79

フリー 72

8 8:33 ⓐ 鷹の巣GC

フリー 7278 ⓐ 白竜湖CC 79

土佐CC 72

9 8:42 ⓐ 鷹の巣GC

賀茂CC 7278 ⓐ 鷹の巣GC 78

久井CC 71

10 8:51 ⓐ 広島東映CC

フリー 7177 ⓐ 三原CC 78

西日本ビルド㈱ 71

11 9:00 ⓐ 広島国際GC

トーシンHD 7177 ⓐ 高・中ゴ連 77

広島CC 71

12 9:09 ⓐ 高・中ゴ連

鮎滝CC 7177 ⓐ 広島GC 77

13 9:18 ⓐ 鷹の巣GC

76 ⓐ HGA 77

76

ⓐ 賀茂CC

下関ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝGC 70フリー 70

芸南CC 70舟入GG 7076 ⓐ 広島国際GC

YAGOKORO 70

15 9:36 ⓐ 広島東映CC

鷹の巣GC 7076 ⓐ 広島安佐GC 7614 9:27

74

フリー 68

16 9:45 ⓐ 広島国際GC

広島CC 6875 ⓐ 鷹の巣GC 75

ⓐ 広島安佐GC

ｴｰ･ｴﾑ･ｴｽ 68

選手名 選手名 選手名 選手名

悠プロダクション 6774 ⓐ 尾道CC

呉CC 75

2 7:39 ⓐ 白竜湖CC

長船CC 7481 ⓐ 瀬野川CC 811 7:30

賀茂CC 75

3 7:48 ⓐ HGA

3.7.3GOLF ACADEMY 7582 ⓐ ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 82

呉CC 75

4 7:57 ⓐ 広島CC

フリー 7582 ⓐ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 82

賀茂CC 76

5 8:06 ⓐ 尾道CC

悠プロダクション 7583 ⓐ 安芸CC 83

フリー 76

6 8:15 ⓐ 広島安佐GC

フリー 7683 ⓐ 広島国際GC 83

フリー 76

7 8:24 ⓐ 広島CC

㈱無垢 7683 ⓐ 芸南CC 83

フリー 76

8 8:33 ⓐ 鷹の巣GC

鷹の巣GC 7684 ⓐ HGA 84

賀茂CC 77

9 8:42 ⓐ 白竜湖CC

ウッディG 7684 ⓐ 広島東映CC 84

Golf Zone 78

10 9:00 @ 広島GC

Funごる 7884 ﾘｼﾞｮｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 77

11 9:09 @ HGA

賀茂CC@ 三原CC

12 9:18 @ 鷹の巣GC

賀茂CC@ 鷹の巣GC

ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC

13 9:27 @ HGA

賀茂CC@ 広島国際GC

周南CC広島CC@ 新市ｸﾗｼｯｸGC

15 9:45 @ 京覧CC

@ 鷹の巣GC14 9:36 @ 久井CC フリー

芸南CCﾛｲﾔﾙGG@ 高・中ゴ連

@ 賀茂CC

@ 県民G 玉の浦ｺﾞﾙﾌ練習場

17 10:03 @ HGA 戸山CC広島CC

ⓐ アマチュア選手 参加者：129名　／　男子：100名（アマ：49名　プロ：51名）　女子：29名（アマ：16名　プロ：13名）

競技委員長


