
組 時間 選手名 所　属 選手名 所　属 選手名 所　属 選手名 所　属

1 7:30 平　弘文 瀬野川CC 日高  薫 京覧CC 白野  義明 芸南CC

2 7:38 山中  秋夫 三原CC 岩尾  邦雄 広島西CC 堀岡  茂 安芸CC

3 7:46 岡田  輝雄 広島紅葉CC 佐川  規行 東広島CC 藤原  浩一 八千代CC 木曽  泰 尾道うずしおCC

4 7:54 増田  恵秋 瀬野川CC 砂田  初 三原CC 鳴輪  光乘 本郷CC 服部  彰彦 広島紅葉CC

5 8:02 海田  世賢 庄原CC 田盛  由紀 広島安佐GC 多田  伸浩 尾道GC 宇治木　修 賀茂CC

6 8:10 小林  悦夫 太田川GC 髙橋  邦隆 瀬戸内GR 安藤  一秀 広島佐伯CC 丹羽  洋一 福山CC

7 8:18 寺山  潤二 安芸CC 金子  久則 庄原CC 光元  圓二 広島国際GC 小松  光彦 芸南CC

8 8:26 内海  一男 久井CC 生口  影樹 広島安佐GC 藤田  幸久 新市クラシックGC 香川  清則 広島国際GC

9 8:34 森本  良隆 広島安佐GC 前安井　明 呉CC 山本  洋士 鷹の巣GC 西江  浩雪 松永CC

10 8:42 三宅  信治 呉CC 堀部  秀男 京覧CC 笹本  守 瀬戸内GR 眞木  光雄 太田川GC

11 8:50 寺西  広光 三原CC 伊津野　久 芸南CC 井上  繁 尾道うずしおCC 松浦  良二 瀬戸内GR

12 8:58 神田  浩 広島紅葉CC 竹原  昌美 瀬野川CC 蛭子  宗夫 鷹の巣GC 長畑  憲一 松永CC

13 9:06 寺上  次郎 郷原CC 荻野  富之 尾道GC 森本  博明 グリーンバーズGC 品川  廣 八千代CC

14 9:14 中山  好典 尾道GC 堀　功 一 広島紅葉CC 高月  龍夫 久井CC 沖重  高明 瀬野川CC

15 9:22 吉田  博 太田川GC 坂岡  睦康 広島国際GC 木村  三樹夫 広島佐伯CC 川上  文則 京覧CC

16 9:30 大森  伸二 広島国際GC 内海  隆之 久井CC 浮田  照義 広島CC 河内  智之 芸南CC

17 9:38 池尻  雅美 尾道うずしおCC 弘兼  敬芳 広島西CC 村上  公俊 京覧CC 日下  光典 広島国際GC

18 9:46 土手  耕二 広島紅葉CC 木村  章利 広島国際GC 村田  利明 広島佐伯CC 井上  鎬治 庄原CC

19 9:54 桑原  壽明 広島国際GC 田中  宏明 八千代CC 榎木  亮次 広島CC 野中  一雄 尾道CC

20 10:02 武田  裕一 京覧CC 遠藤  佳男 八千代CC 小川  正則 久井CC 平川  芳和 広島国際GC

21 10:10 蔭本  一義 広島安佐GC 西村  勝 郷原CC 田山  節夫 広島GC 迫田  祐 尾道うずしおCC

22 10:18 植木  和弘 賀茂CC 安井  利郎 三原CC 高田  慶一 広島国際GC 藤田  平三郎 広島安佐GC

組 時間 選手名 所　属 選手名 所　属 選手名 所　属 選手名 所　属

1 7:30 松本  弘之 鷹の巣GC 室　文 彦 広島国際GC 貞清  寛行 久井CC

2 7:38 柏木  清貴 尾道GC 福井  喜義 チェリーGC 新谷  朝生 広島国際GC 木村  博之 鷹の巣GC

3 7:46 川崎  雅博 広島CC 今川  満 久井CC 清水  栄 東広島CC 山口  英賢 芸南CC

4 7:54 森脇  徹 広島佐伯CC 四辻  博文 東広島CC 和田  義寛 チェリーGC 相方  典之 福山CC

5 8:02 大田原　保 尾道CC 川中  敬三 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 山代  義宏 安芸CC 福原  純二 広島紅葉CC

6 8:10 矢野  和久 呉CC 中村  仁 三原CC 花村  弘二 東広島CC 宮本  隆雄 広島西CC

7 8:18 大枝  伸一 芸南CC 道面  洋司 本郷CC 佐々木　義夫 広島西CC 菅波  修 久井CC

8 8:26 豊髙  安登 新市クラシックGC 西村  卓郎 広島佐伯CC 藤原  吉元 グリーンバーズGC 杉本  實 広島西CC

9 8:34 寺本  恭幸 広島国際GC 久保  重敏 三原CC 吉山  清貴 瀬野川CC 山﨑  雅徳 広島佐伯CC

10 8:42 今井　泰則 鷹の巣GC 田川  信昭 宮島志和CC 沢井  孝 広島佐伯CC 門松  敏男 三原CC

11 8:50 矢吹  吉美 庄原CC 丸矢  達雄 千代田GC 岡田  宏樹 郷原CC 工藤  安則 広島紅葉CC

12 8:58 添田  誠一 賀茂CC 永井  秀樹 京覧CC 井上  武敏 広島CC 土橋  正樹 広島佐伯CC

13 9:06 三原  茂 八千代CC 大原  久 広島国際GC 伊藤  真司 広島紅葉CC 寺山  耕治 尾道うずしおCC

14 9:14 寺本  義彦 尾道CC 棗田  宜治 広島佐伯CC 垂門  悦夫 瀬野川CC 松下  隆之 八千代CC

15 9:22 佐々木　和人 広島国際GC 長迫  厚務 チェリーGC 青木  勝之 新市クラシックGC 竹井  俊二 鷹の巣GC

16 9:30 河野  利文 八千代CC 山上  史 広島国際GC 高山  進 広島佐伯CC 坂本  和彦 三原CC

17 9:38 神原  渉 尾道GC 猶原  一雄 広島西CC 佐藤  利雄 賀茂CC 松岡  章雄 広島佐伯CC

18 9:46 位田  好正 広島東映CC 高田  義明 広島佐伯CC 宇根  伸明 尾道GC 小田  省悟 広島西CC

19 9:54 高月  弘己 鷹の巣GC 三富  祥治 広島国際GC 山手  重三 広島佐伯CC 内藤  勝也 庄原CC

20 10:02 吉岡  実 尾道GC 北谷  寿文 広島西CC 小林  篤 広島佐伯CC 板倉  常治 八千代CC

21 10:10 毛利  祐三 広島西CC 新田  量二 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 土橋  哲 鷹の巣GC 阿部  宏司 広島佐伯CC

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クラブ連盟（℡082-555-8231）へ、

競技当日は開催コース（千代田ゴルフ倶楽部　℡0826-72-2100）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。 競技委員長 谷本　雄謙

第6回広島県ミッドシニアゴルフ選手権大会　〔組合せ及びスタート時刻表〕
開催日：2020年8月25日（火）　　　競技会場：千代田ゴルフ倶楽部

OUT

IN

（参加者：169名）


