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たなか おさむ しまたに よしかず いとう おさむ もりた くにひこ

田中　修 島谷　吉和 伊藤　修 森田　邦彦

しらい あきら おだ ふみあき さこだ こうそう かげもと かずよし

白井　瑛 小田　文明 迫田　浩荘 蔭本　一義

ほそやま りきお にった ひろふみ ささき ともひろ ばば しげゆき

細山　力生 新田　博文 佐々木　智裕 馬場　重行

たにもと つかさ ふじわら けんご さとう としゆき さとう そら

谷本　司 藤原　健吾 佐藤　敏行 佐藤　大空

おかだ だいき しんどう こうし みかみ かずき うまやはら きいち

岡田　大樹 進藤　浩史 三上　主樹 馬屋原　軌一

とうげ はると たなか まなと ますむら ひろつぐ みやた けいじ

唐下　明徒 田中　愛士 益村　広次 宮田　敬司

さなだ そうた たにもと れん すえだ まさはる なかむら ともき

眞田　惣太 谷本　蓮 末田　正治 中村　友貴

ふなびき やすひろ さいき ゆきのり しみず ゆうたろう たなか こういちろう

舟引　保裕 佐伯　幸憲 清水　雄太郎 田中　耕一郎

あたぎ もりしげ まるおか かずひさ さかもと しゅうと まえだ とものり

安宅　守重 丸岡　和久 坂本　柊人 前田　智徳

たなか いっぺい ほそかわ じゅんや とみなが あきと てらにし りょうま

田中　一平 細川　淳矢 富永　暁登 寺西　遼馬

とみひろ よういち くろかわ なおひろ おくだ そういちろう まつうら まさゆき

冨広　陽一 黒川　直広 奥田　宗一郎 松浦　正行

きよかわ とおる かさはら あきら かねおか けいご まつもと まさひこ

清川　亨 笠原　瑛 金岡　奎吾 松本　昌彦
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ひらい まさや いわさき ともひろ せお あきお おきむら しゅう

平井　聖也 岩﨑　智大 瀬尾　彰男 沖村　柊

おおくら まさひろ ふじた まさかず たにもと たかのり いけもと たかゆき

大倉　将宏 藤田　政和 谷本　孝徳 池本　燿由貴

おきた ゆうすけ すが としひこ たお かずおみ おくやま しょうじ

沖田　悠輔 菅　利彦 垰　一臣 奥山　祥司

たおもと かずひこ なかむら きみひこ たかがき えいじ ひらい ゆうや

垰本　和彦 中村　公彦 高垣　英二 平井　祐也

かなざわ けいすけ いのはら そうま さいとう まさなり くぼた かつみ

金澤　圭祐 猪原　聡真 斎藤　正成 久保田　勝己

だて みつのり かしわたに しげる こだま のりご たかき ひでひろ

伊達　充則 柏谷　茂 児玉　宣吾 高木　英洋

しらしげ のぶひろ あらたに そうのすけ さだもり たつお たけおか やすはる

白重　信浩 荒谷　宗之介 定森　辰男 竹岡　康晴

いけもと たかし よしむら ひろあき たはら しんいちろう しが のぶひこ

池本　孝 吉村　浩明 田原　真一郎 志賀　伸彦

はすいけ だいすけ きたがわ まこと くろせ ひろし ありもと ゆういち

蓮池　大介 北川　誠 黒瀬　博 有本　雄一

すなはら かずみ おじり しんさく おき けんいちろう たなか かずよし

砂原　一美 尾尻　真栄 沖　建一郎 田中　一義

くらはし しんご もりかわ とおる なつめだ よしはる しんたく あきお

倉橋　慎吾 森川　徹 棗田　宜治 新宅　昭雄

おがさわら たかひろ いわさき しんじ えびす まさかず やまね だいき

小笠原　孝弘 岩﨑　信二 胡　正和 山根　大輝

第51回広島県アマチュアゴルフ選手権大会　〔第2日目：組合せ及びスタート時刻表〕

平成30年5月10日（木） 　／　　会場：白竜湖カントリークラブ

1 7:30 瀬戸内GR 80 尾道うずしおCC 80 チェリーGC 80 三原CC 80

2 7:38 鷹の巣GC 79 鷹の巣GC 79 尾道うずしおCC 79 広島安佐GC 79

3 7:46 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 79 呉CC 79 広島紅葉CC 79 尾道うずしおCC 79

4 7:54 呉CC 79 尾道CC 79 尾道GC 79 尾道GC 79

5 8:02 安芸CC 78 尾道GC 78 鷹の巣GC 78 尾道GC 78

6 8:10 鷹の巣GC 77 鷹の巣GC 77 瀬野川CC 77 三原CC 77

7 8:18 松永CC 77 呉CC 77 広島CC 77 広島佐伯CC 77

8 8:26 千代田OGMGC 76 広島東映CC 76 宮島CC 77 広島安佐GC 77

9 8:34 広島東映CC 75 東広島CC 75 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 75 鷹の巣GC 76

10 8:42 広島東映CC 74 尾道GC 74 瀬野川CC 74 賀茂CC 74

11 8:50 芸南CC 73 安芸CC 73 広島国際GC 74 チェリーGC 74

12 8:58 安芸CC 72 鷹の巣GC 72 瀬戸内GR 72 久井CC 73

1 7:30 福山CC 80 広島国際GC 80 広島国際GC 80 広島国際GC 80

2 7:38 尾道GC 80 尾道GC 80 久井CC 80 鷹の巣GC 80

3 7:46 広島紅葉CC 80 広島紅葉CC 81 瀬野川CC 81 広島佐伯CC 81

4 7:54 広島国際GC 81 広島西CC 81 瀬野川CC 81 福山CC 81

5 8:02 広島GC 81 尾道CC 81 広島紅葉CC 81 広島GC 81

6 8:10 広島紅葉CC ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC81 芸南CC 81

広島国際GC

ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 81 81

7 8:18 瀬戸内GR 81 広島安佐GC 81

8 8:26 広島CC 82

81

広島西CC 82 芸南CC

千代田OGMGC 81

9 8:34 広島国際GC 82

82 安芸CC 82

郷原CC82 広島佐伯CC 82 三原CC

10 8:42 京覧CC 82 82

安芸CC

82

東広島CC安芸CC 芸南CC 82 82

12 8:58 東広島CC

11 8:50 白竜湖CC 83 広島紅葉CC 83

83広島国際GC 83

太田川GC

呉CC

8383

8383 広島国際GC

（ 参加者 ： 96名 ）

大会競技委員長


