
　　第55回広島県アマチュアゴルフ選手権大会

　　【第1ラウンド】　2022年4月20日（水）

順位 選手名 所属 1R OUT IN 順位 選手名 所属 1R OUT IN 順位 選手名 所属 1R OUT IN 順位 選手名 所属 1R OUT IN

★ 1 笠原 瑛 鷹の巣GC 66 (32 34) ★ 中村 公彦 広島西CC 80 (42 38) ★ 谷本 孝徳 久井CC 84 (40 44) 田中 透 広島国際GC 88 (45 43)

★ 2 宮田 敬司 三原CC 72 (35 37) ★ 藤原 健吾 尾道CC 80 (37 43) ★ 山崎 聡之 芸南CC 84 (44 40) 小川 圭一 瀬野川CC 88 (43 45)

★ 細川 達矢 京覧CC 72 (37 35) ★ 松原 亘孝 広島GC 80 (41 39) ★ 木村 徹 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 84 (42 42) 胡 正和 広島国際GC 88 (45 43)

★ 4 中本 旺希 瀬野川CC 73 (35 38) ★ 藤田 一平 八千代CC 80 (39 41) 94 竹内 茂 広島東映CC 85 (43 42) 杉崎 瑛一 尾道GC 88 (42 46)

★ 5 水口 敏彦 広島CC 74 (39 35) ★ 藤田 剛 広島西CC 80 (40 40) 坂本 充弘 千代田GC 85 (44 41) 140 越智 雅彦 広島紅葉CC 89 (42 47)

★ 臼井 稔 広島安佐GC 74 (35 39) ★ 51 仁保 健太 広島紅葉CC 81 (39 42) 河村 璃空 広島紅葉CC 85 (46 39) 浜口 憲治 芸南CC 89 (47 42)

★ 荒谷 宗之介 広島国際GC 74 (35 39) ★ 毛利 辰徳 尾道GC 81 (41 40) 末田 正治 広島CC 85 (40 45) 原 勲 広島西CC 89 (46 43)

★ 8 田中 純平 広島東映CC 75 (37 38) ★ 瀧口 徹 広島紅葉CC 81 (40 41) 竹内 達也 尾道CC 85 (41 44) 佐藤 敏行 尾道GC 89 (43 46)

★ 馬屋原 軌一 尾道GC 75 (38 37) ★ 梶川 進 広島CC 81 (41 40) 吉原 秀典 竹原CC 85 (41 44) 竹久保 孝士 広島CC 89 (44 45)

★ 山根 大輝 呉CC 75 (36 39) ★ 山下 学映 広島紅葉CC 81 (40 41) 天野 貴之 広島西CC 85 (42 43) 佐々木 光 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 89 (44 45)

★ 11 中上 遼真 広島国際GC 76 (37 39) ★ 眞田 惣太 松永CC 81 (42 39) 榎 泰志 呉CC 85 (41 44) 歌津 隆義 三原CC 89 (40 49)

★ 吉行 アムロ 賀茂CC 76 (38 38) ★ 河島 洋志 広島安佐GC 81 (40 41) 藤田 真一 尾道CC 85 (44 41) 勝田 博重 東広島CC 89 (45 44)

★ 斎藤 正成 広島紅葉CC 76 (37 39) ★ 58 糸賀 誠 広島CC 82 (43 39) 坂田 光徳 福山CC 85 (42 43) 岡田 幸範 八千代CC 89 (44 45)

★ 田中 愛士 鷹の巣GC 76 (38 38) ★ 松本 一雄 広島安佐GC 82 (41 41) 河城 信司 京覧CC 85 (42 43) 柏原 崇 尾道CC 89 (44 45)

★ 15 岡田 大樹 安芸CC 77 (40 37) ★ 伊東 省三 庄原CC 82 (41 41) 生駒 健人 三原CC 85 (40 45) 150 平田 英男 広島紅葉CC 90 (46 44)

★ 中川 裕二 東広島CC 77 (39 38) ★ 堀口 獅恩 郷原CC 82 (42 40) 竹原 昌美 瀬野川CC 85 (41 44) 山本 哲嗣 尾道うずしおCC 90 (43 47)

★ 大森 英司 庄原CC 77 (38 39) ★ 木本 浩和 京覧CC 82 (40 42) 神田 浩 芸南CC 85 (40 45) 佐々木 徹 広島CC 90 (49 41)

★ 宇根 大智 安芸CC 77 (40 37) ★ 荒谷 祐貴 広島国際GC 82 (39 43) 岩本 和夫 広島国際GC 85 (41 44) 宮野 裕二 尾道GC 90 (47 43)

★ 田原 真一郎 芸南CC 77 (42 35) ★ 藤田 政和 尾道GC 82 (40 42) 大之木 伸行 広島CC 85 (40 45) 多和 忠彦 尾道GC 90 (48 42)

★ 佐藤 大空 尾道GC 77 (39 38) ★ 二井 克助 広島西CC 82 (41 41) 中村 浩一 安芸CC 85 (41 44) 突沖 祐樹 松永CC 90 (45 45)

★ 成田 遊聡 広島国際GC 77 (36 41) ★ 垰本 和彦 広島国際GC 82 (36 46) 111 三郎丸 悦二 八千代CC 86 (43 43) 尾原 俊雄 呉CC 90 (43 47)

★ 益村 広次 広島国際GC 77 (39 38) ★ 守岡 桂樹 三原CC 82 (42 40) 髙田 諭 千代田GC 86 (44 42) 西村 良祐 広島紅葉CC 90 (42 48)

★ 23 森川 大輔 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 78 (37 41) ★ 沖村 柊 広島国際GC 82 (42 40) 柏谷 茂 広島GC 86 (40 46) 藤田 昭裕 広島紅葉CC 90 (46 44)

★ 池田 侑羅 鷹の巣GC 78 (39 39) ★ 森定 直樹 尾道うずしおCC 82 (41 41) 藤 栄治 賀茂CC 86 (44 42) 蛭子 宗夫 鷹の巣GC 90 (48 42)

★ 田上 幸信 東広島CC 78 (41 37) ★ 池本 燿由貴 鷹の巣GC 82 (43 39) 大湊 孝之 広島GC 86 (41 45) 160 浴野 輝幸 三原CC 91 (43 48)

★ 尾尻 真栄 安芸CC 78 (42 36) ★ 71 舘上 健二 福山CC 83 (44 39) 児玉 広司 広島国際GC 86 (44 42) 吉田 直司 尾道GC 91 (47 44)

★ 河邉 匠 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 78 (38 40) ★ 新本 和司 瀬戸内GR 83 (39 44) 上重 和久 松永CC 86 (42 44) 増田 恵秋 瀬野川CC 91 (47 44)

★ 金原 正幸 賀茂CC 78 (40 38) ★ 島谷 吉和 尾道うずしおCC 83 (45 38) 森 栄治 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 86 (41 45) 清水 雄太郎 宮島CC 91 (46 45)

★ 森田 邦彦 三原CC 78 (36 42) ★ 佐崎 秀介 白竜湖CC 83 (39 44) 賀茂CC 86 (41 45) 大道 義明 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 91 (45 46)

★ 30 明光 慶多 広島紅葉CC 79 (37 42) ★ 光成 勇司 新市ｸﾗｼｯｸGC 83 (42 41) 岩﨑 信二 広島国際GC 86 (43 43) 165 内本 裕二 広島国際GC 92 (45 47)

★ 佐伯 幸憲 広島東映CC 79 (40 39) ★ 松島 拓海 竹原CC 83 (40 43) 伊達 充則 広島佐伯CC 86 (41 45) 小田 文明 鷹の巣GC 92 (45 47)

★ 山手 翔悟 広島紅葉CC 79 (36 43) ★ 谷口 公啓 鷹の巣GC 83 (40 43) 122 後藤 周冶 尾道CC 87 (43 44) 芦原 靖彦 瀬戸内GR 92 (44 48)

★ 峯松 亮 京覧CC 79 (37 42) ★ 西原 青空 広島佐伯CC 83 (41 42) 小松 欣也 三原CC 87 (44 43) 168 宮崎 慶彦 鷹の巣GC 93 (48 45)

★ 新宮 正識 賀茂CC 79 (40 39) ★ 79 黒瀬 博 三原CC 84 (43 41) 田中 一義 東広島CC 87 (42 45) 山崎 勝彦 広島安佐GC 93 (47 46)

★ 岩﨑 大泰 広島国際GC 79 (37 42) ★ 杉野 将紀 広島安佐GC 84 (44 40) 藤田 佳久 新市ｸﾗｼｯｸGC 87 (42 45) 170 丹羽 洋一 福山CC 94 (42 52)

★ 岡田 正洋 芸南CC 79 (41 38) ★ 奥山 祥司 賀茂CC 84 (40 44) 髙橋 弘光 福山GC 87 (44 43) 中光 勝司 三原CC 94 (51 43)

★ 斉藤 博 広島国際GC 79 (39 40) ★ 藤田 平三郎 広島安佐GC 84 (41 43) 北川 勝之 広島西CC 87 (46 41) 菅 利彦 広島紅葉CC 94 (47 47)

★ 谷本 司 呉CC 79 (39 40) ★ 坂田 和也 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 84 (45 39) 岩田 光昭 広島国際GC 87 (44 43) 173 村上 康 尾道CC 95 (47 48)

★ 梅本 鉄兵 芸南CC 79 (38 41) ★ 平工 直樹 広島西CC 84 (43 41) 晨 教行 広島CC 87 (44 43) 柴田 直也 芸南CC 95 (51 44)

★ 40 竹岡 康晴 広島安佐GC 80 (40 40) ★ 喜多村 孝志 福山CC 84 (44 40) 久保田 勝己 広島GC 87 (45 42) 失格 村上 晴 広島国際GC

★ 淡野 乃祐 鷹の巣GC 80 (42 38) ★ 森川 徹 安芸CC 84 (43 41) 岡田 憲吾 東広島CC 87 (45 42) 棄権 佐々木 智裕 広島紅葉CC

★ 田原 賢 広島国際GC 80 (39 41) ★ 本山 功佳 松永CC 84 (43 41) 132 吉村 浩明 広島西CC 88 (45 43) 欠場 細川 龍一 広島国際GC

★ 迫田 浩荘 尾道うずしおCC 80 (41 39) ★ 瀬尾 彰男 広島国際GC 84 (42 42) 蓮池 大介 広島国際GC 88 (43 45) 欠場 桒田 憲和 新市ｸﾗｼｯｸGC

★ 坂本 大賀 広島GC 80 (39 41) ★ 本藤 正明 白竜湖CC 84 (43 41) 北中 康宏 広島GC 88 (46 42) 欠場 吉田 大蔵 広島CC

★ 有本 雄一 郷原CC 80 (40 40) ★ 有重 敬文 賀茂CC 84 (43 41) 小田原 賢一 尾道CC 88 (44 44)

　　　

広島カンツリー俱楽部 八本松コース

大会競技委員長 　谷 本  雄 謙

（7,039Yards  Par72）

★印予選通過者


