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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

あわの だいすけ さこだ こうそう さかもと たいが ありもと ゆういち

淡野 乃祐 迫田 浩荘 坂本 大賀 有本 雄一

さいとう ひろし たにもと つかさ うめもと てっぺい たけおか やすはる

斉藤 博 谷本 司 梅本 鉄兵 竹岡 康晴

みねまつ りょう しんぐう まさのり いわさき ひろやす おかだ まさひろ

峯松 亮 新宮 正識 岩﨑 大泰 岡田 正洋

もりた くにひこ あきみつ けいた さいき ゆきのり やまて しょうご

森田 邦彦 明光 慶多 佐伯 幸憲 山手 翔悟

たがみ ゆきのぶ おじり しんさく かわべ たくみ かねはら まさゆき

田上 幸信 尾尻 真栄 河邉 匠 金原 正幸

なりた ゆうと ますむら ひろつぐ もりかわ だいすけ いけだ ゆうら

成田 遊聡 益村 広次 森川 大輔 池田 侑羅

おおもり えいじ うね たいち たはら しんいちろう さとう そら

大森 英司 宇根 大智 田原 真一郎 佐藤 大空

さいとう まさなり たなか まなと おかだ だいき なかがわ ゆうじ

斎藤 正成 田中 愛士 岡田 大樹 中川 裕二

うまやはら きいち やまね だいき なかうえ りょうま よしゆき あむろ

馬屋原 軌一 山根 大輝 中上 遼真 吉行 アムロ

みずぐち としひこ うすい みのる あらたに そうのすけ たなか じゅんぺい

水口 敏彦 臼井 稔 荒谷 宗之介 田中 純平

かさはら あきら みやた けいじ ほそかわ たつや なかもと おうき

笠原 瑛 宮田 敬司 細川 達矢 中本 旺希

IN

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

なかむら きみひこ ふじわら けんご まつばら のぶたか ふじた いっぺい

中村 公彦 藤原 健吾 松原 亘孝 藤田 一平

ふじた つよし にほ けんた もうり たつのり たきぐち とおる

藤田 剛 仁保 健太 毛利 辰徳 瀧口 徹

かじかわ すすむ やました がくえ さなだ そうた かわしま ひろし

梶川 進 山下 学映 眞田 惣太 河島 洋志

いとが まこと まつもと かずお いとう しょうぞう ほりぐち しおん

糸賀 誠 松本 一雄 伊東 省三 堀口 獅恩

きもと ひろかず あらたに ゆうき ふじた まさかず にい かつすけ

木本 浩和 荒谷 祐貴 藤田 政和 二井 克助

もりおか けいじゅ おきむら しゅう もりさだ なおき いけもと たかゆき

守岡 桂樹 沖村 柊 森定 直樹 池本 燿由貴

たちかみ けんじ しんもと かずし しまたに よしかず さざき しゅうすけ

舘上 健二 新本 和司 島谷 吉和 佐崎 秀介

みつなり ゆうし まつしま たくみ たにぐち きみひろ にしはら そら

光成 勇司 松島 拓海 谷口 公啓 西原 青空

くろせ ひろし すぎの まさのり おくやま しょうじ ふじた へいさぶろう

黒瀬 博 杉野 将紀 奥山 祥司 藤田 平三郎

さかた かずや ひらく なおき きたむら たかし もりかわ とおる

坂田 和也 平工 直樹 喜多村 孝志 森川 徹

もとやま かつよし せお あきお ほんどう まさあき

本山 功佳 瀬尾 彰男 本藤 正明

ありしげ たかふみ たにもと たかのり やまさき としゆき

有重 敬文 谷本 孝徳 山崎 聡之

（ 参加者 ： 90名 ）

大会競技委員長

芸南CC 8484 久井CC 8412 8:58 賀茂CC

広島国際GC 84

安芸CC 84

11 8:50 松永CC 84

84 福山CC 84

84白竜湖CC

鷹の巣GC

84

10 8:42 ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 84 広島西CC

賀茂CC 84 広島安佐GC84 広島安佐GC 849 8:34 三原CC

竹原CC 83

82

白竜湖CC 83

8 8:26 新市ｸﾗｼｯｸGC 83

83 尾道うずしおCC 83

83 広島佐伯CC 83

7 8:18 福山CC 83 瀬戸内GR

広島西CC 82

6 8:10 三原CC

広島国際GC 82 尾道GC

82尾道うずしおCC 82 鷹の巣GC82 広島国際GC

広島紅葉CC 81

郷原CC 82

5 8:02 京覧CC 82

82 庄原CC 82

82

4 7:54 広島CC 82 広島安佐GC

81 広島紅葉CC 81

3 7:46 広島CC

広島紅葉CC 81 尾道GC

81松永CC 81 広島安佐GC81

2 7:38 広島西CC 80

801 7:30 広島西CC 80 尾道CC 八千代CC 80広島GC 80

京覧CC 7211 8:50 鷹の巣GC 66 瀬野川CC 73三原CC 72

広島東映CC 75広島安佐GC 7410 8:42 広島CC 74

広島国際GC 769 8:34 尾道GC 75

広島国際GC 74

賀茂CC 76呉CC 75

東広島CC 77鷹の巣GC 768 8:26 広島紅葉CC 76

芸南CC 777 8:18 庄原CC 77

安芸CC 77

尾道GC 77安芸CC 77

鷹の巣GC 78広島国際GC 776 8:10 広島国際GC 77

ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｰｽﾞGC 785 8:02 東広島CC 78

ﾘｰｼﾞｬｽｸﾚｽﾄGC 78

賀茂CC 78安芸CC 78

広島紅葉CC 79広島紅葉CC 794 7:54 三原CC 78

広島国際GC 793 7:46 京覧CC 79

広島東映CC 79

芸南CC 79賀茂CC 79

芸南CC 79 広島安佐GC 80呉CC 792 7:38 広島国際GC 79

尾道うずしおCC 80
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1 7:30 鷹の巣GC 80 郷原CC 80広島GC 80


