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組 時間 選手名 所 属 ｽｺｱ 選手名 所 属 ｽｺｱ 選手名 所 属 ｽｺｱ 選手名 所 属 ｽｺｱ

 さかもと けんと  たなか かずよし  えのき やすし  たけおか やすはる

坂本　謙人 田中　一義 榎　泰志 竹岡　康晴

 たにもと つかさ  よしもと しとく  ますむら ひろつぐ  たかはし そうた

谷本　司 吉本　四徳 益村　広次 高橋　聡太

 かまや ひろき  ほそかわ たつや  たかき ひでひろ  まるやま ようすけ

釜屋　宏基 細川　達矢 高木　英洋 丸山　陽介

 さなだ そうた  さいとう ひろし  やまね だいき  いわさき しんじ

眞田　惣太 斉藤　博 山根　大輝 岩﨑　信二

 ほんどう まさあき  たお かずおみ  にしむら まさる  たなか いっぺい

本藤　正明 垰　一臣 西村　勝 田中　一平

 すぎさき えいいち  とみひろ よういち  えびす まさかず  にった ひろふみ

杉崎　瑛一 冨廣　陽一 胡　正和 新田　博文

 いけもと たかゆき  もりおか けいじゅ  すえだ まさはる  たけだ ゆういち

池本　燿由貴 守岡　桂樹 末田　正治 武田　裕一

 ささき ともひろ  おじり しんさく  かわべ たくみ  もりた くにひこ

佐々木　智裕 尾尻　真栄 河邉　匠 森田　邦彦

 さいき ゆきのり  ふなびき やすひろ  ふじた しんいち  ふじた よしひさ

佐伯　幸憲 舟引　保裕 藤田　真一 藤田　佳久

 さかもと しゅうと  かさはら あきら  ふじわら けんご  よしむら ひろあき

坂本　柊人 笠原　瑛 藤原　健吾 吉村　浩明

 にい かつすけ  たなか じゅんぺい  うすい みのる  かじかわ すすむ

二井　克助 田中　純平 臼井　稔 梶川　進

 かねおか けいご  きよかわ とおる  とうげ はると  しらい あきら

金岡　奎吾 清川　亨 唐下　明徒 白井　瑛
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組 時間 選手名 所 属 ｽｺｱ 選手名 所 属 ｽｺｱ 選手名 所 属 ｽｺｱ 選手名 所 属 ｽｺｱ

 おの くにひこ  すなだ はじめ  こだま のりご  たにもと たかのり

小野　邦彦 砂田　初 児玉　宣吾 谷本　孝徳

 たけうち しげる  もうり たつのり  しょうじ かずや  はまぐち けんじ

竹内　茂 毛利　辰徳 正路　和也 浜口　憲治

 さとう としゆき  すなはら かずみ  たはら しんいちろう  せお あきお

佐藤　敏行 砂原　一美 田原　真一郎 瀬尾　彰男

 いとが まこと  かなざわ けいすけ  うえだ よしひろ  みかみ つとむ

糸賀　誠 金澤　圭祐 三上　勉

 たけはら まさみ  もりさだ なおき  まえもり たもつ  のじ ひでゆき

竹原　昌美 森定　直樹 前森　保 野地　英之

 ほうだいじ ゆたか  くにひろ しんじ  あわの だいすけ  さいとう やすのり

宝大寺　裕 国広　慎二 淡野　乃祐 齋藤　泰憲

 もりかわ だいすけ  たちかみ けんじ  まえだ とものり  まるおか かずひさ

森川　大輔 舘上　健二 前田　智徳 丸岡　和久

 たけくぼ たかし  かわはら としゆき  やまもと てつし  ひら ひろゆき

竹久保　孝士 川原　利之 山本　哲嗣 平　博之

 しんぐう まさのり  かわさこ しげたか  きたむら たかし  まつうら まさゆき

新宮　正識 河迫　重孝 喜多村　孝志 松浦　正行

 たなか まなと  ばば しげゆき  ますだ よしてる  かしわたに しげる

田中　愛士 馬場　重行 増田　義輝 柏谷　茂

 おおのき のぶゆき  たかやま しんいちろう  おだ ふみあき  さいとう まさなり

大之木　伸行 髙山　慎一郎 小田　文明 斎藤　正成

 おおくら まさひろ  おきた ゆうすけ  ひらい まさや  ふくなが いさお

大倉　将宏 沖田　悠輔 平井　聖也 福永　功

（ 参加者 ： 96名 ）

大会競技委員長
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7 8:23 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 80 東広島CC福山CC

鷹の巣GC 80 広島紅葉CC80 広島国際GC 80

79 芸南CC 79
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広島安佐GC 74 広島CC 74広島東映CC 7411 8:50 広島西CC 73

尾道CC 74 広島西CC 75鷹の巣GC 7410 8:42 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 74

尾道CC 75 新市ｸﾗｼｯｸGC 75千代田GC 759 8:34 広島東映CC 75

ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 76 三原CC 76安芸CC 768 8:26 広島紅葉CC 76

広島CC 76 京覧CC 76三原CC 767 8:18 鷹の巣GC 76

広島国際GC 76 呉CC 77芸南CC 766 8:10 尾道GC 76

郷原CC 77 広島東映CC 77鷹の巣GC 775 8:02 白竜湖CC 77

呉CC 77 広島国際GC 77広島国際GC 774 7:54 松永CC 77

ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 78 広島紅葉CC 78尾道GC 783 7:46 瀬野川CC 78

広島国際GC 78 尾道GC 78鷹の巣GC 78

広島安佐GC 79

2 7:38 呉CC 78
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第52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〕

2019年5月15日（水） 　／　　会場：白竜湖カントリークラブ

1 7:30 鷹の巣GC 78


